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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションに基づき記録媒体に画像形成するに際し、体裁を確認するために用い
られる画像処理方法であって、
　前記アプリケーションに基づく画像を形成する画像形成手順と、
　前記画像形成手順において形成された画像の前記記録媒体の外周に対して内側に該当す
る部分と、前記記録媒体の外周に対して外側に該当する部分とを識別可能に表示する処理
を制御する表示制御手順とを備え、
　更に前記表示制御手順において、前記記録媒体の外周内の印刷されるのに適した領域で
あるレーベル領域の境界を識別可能に表示する処理を制御することを特徴とする画像処理
方法。
【請求項２】
　前記記録媒体の種別を認識する第１の認識手順を更に備え、
　前記第１の認識手順で認識された前記記録媒体の種別に応じて前記表示制御手順を制御
することを特徴とする請求項１に記載の画像処理方法。
【請求項３】
　前記記録媒体におけるレーベル領域は、前記記録媒体の種別によって異なり、
　前記表示制御手順において、前記第１の認識手順で認識された前記記録媒体の種別に応
じて前記レーベル領域の境界を表示する処理を制御することを特徴とする請求項２に記載
の画像処理方法。
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【請求項４】
　ユーザからの指示内容によって、前記記録媒体のサイズを認識する第２の認識手順を更
に備え、
　前記第２の認識手順により認識された前記記録媒体のサイズに応じて前記表示制御手順
を制御することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の画像処理方法。
【請求項５】
　前記表示制御手順では、ＣＤ又はＤＶＤを含む円盤状の前記記録媒体に前記画像形成手
順で形成された画像に基づく印刷データを印刷出力する場合に、円盤状の前記記録媒体上
に印刷される部分と円盤状の前記記録媒体の外側に印刷される部分とを識別可能に表示す
る処理を制御することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の画像処理方法。
【請求項６】
　アプリケーションに基づき記録媒体に画像形成するに際し、体裁を確認するために用い
られる情報処理装置であって、
　前記アプリケーションに基づく画像を形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段において形成された画像の前記記録媒体の外周に対して内側に該当す
る部分と、前記記録媒体の外周に対して外側に該当する部分とを識別可能に表示する処理
を制御する表示制御手段とを備え、
　更に前記表示制御手段は、前記記録媒体の外周内の印刷されるのに適した領域であるレ
ーベル領域の境界を識別可能に表示する処理を制御することを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　前記記録媒体の種別を認識する第１の認識手段を更に備え、
　前記第１の認識手段で認識された前記記録媒体の種別に応じて前記表示制御手段を制御
することを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記記録媒体におけるレーベル領域は、前記記録媒体の種別によって異なり、
　前記表示制御手段は、前記第１の認識手段で認識された前記記録媒体の種別に応じて前
記レーベル領域の境界を表示する処理を制御することを特徴とする請求項７に記載の情報
処理装置。
【請求項９】
　ユーザからの指示内容によって、前記記録媒体のサイズを認識する第２の認識手段を更
に備え、
　前記第２の認識手段により認識された前記記録媒体のサイズに応じて前記表示制御手段
を制御することを特徴とする請求項６乃至８の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、ＣＤ又はＤＶＤを含む円盤状の前記記録媒体に前記画像形成手段
で形成された画像に基づく印刷データを印刷出力する場合に、円盤状の前記記録媒体上に
印刷される部分と円盤状の前記記録媒体の外側に印刷される部分とを識別可能に表示する
処理を制御することを特徴とする請求項６乃至９の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の画像処理方法をコンピュータに実行させるための
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、印刷データを実際に印刷出力する前に、当該印刷データを印刷プレ
ビューを表示するための技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置において、文書編集や画
像編集のためのアプリケーションにより編集された文書或いは画像等の印刷データを、印
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刷装置で用紙上に印刷出力する場合、印刷出力実行コマンドが印刷装置に対して送信され
る前に、印刷データの解析等により印刷結果を前もって表示する印刷プレビューが行われ
ている。
【０００３】
【特許文献１】特開平２０００－１２３００８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の印刷プレビューにおいては、印刷可能領域外に画像データが配置
された場合には、印刷された画像に欠けが生じたり、印刷結果に欠けが生じないように無
理に画像を縮小したりして、予期しないレイアウトになったりする問題があった。
【０００５】
　アプリケーションでは、例えば、記録媒体の一例であるＣＤ－Ｒメディアと同じ大きさ
の用紙を基に印刷データを編集することが不可能であるため、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出
力するかどうかによらず、アプリケーションで選択された用紙を基に印刷データを編集す
る。このため、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力をする場合に表示される印刷プレビューでは
、上記アプリケーションで選択された用紙上に出力されるであろう内容が表示される。
【０００６】
　また、実際に印刷装置でＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合には、ＣＤ－Ｒメディア
をそのまま印刷装置にセットするのではなく、専用のトレイ等の上にＣＤ－Ｒメディアを
セットした後、そのトレイを印刷装置にセットする必要がある。
【０００７】
　ところで、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合、実際に印刷出力されるのは、アプリ
ケーションで選択された用紙上ではなく、ＣＤ－Ｒメディア（正確には、印刷装置にセッ
トした専用トレイ）上である。しかしながら、上述したような印刷プレビューの表示方法
を含む従来の印刷システムでは、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力をする前に、印刷プレビュ
ーによって、アプリケーションで選択された用紙上に出力されるであろう内容を確認する
ことはできるが、専用トレイにセットしたＣＤ－Ｒメディア上に出力されるであろう内容
を正確に確認することはできなかった。そのため、そのまま印刷出力した場合には、ＣＤ
－Ｒメディアをはみ出して出力してしまい、専用トレイを汚してしまう恐れがあった。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、例えば、記録媒体に直接印刷を行なう際に記録媒体からはみ出
して印刷を行なったために専用トレイを汚してしまうといったことを防止するために、記
録媒体からはみ出して印刷される部分の画像を識別できるように表示するとともに、記録
媒体の印刷面の中での印刷されることが望ましい部分であるレーベル領域の境界線を表示
することで、ユーザに所望な印刷が行なえるかを確認できる機能を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の画像処理方法は、アプリケーションに基づき記録媒体に画像形成するに際し、
体裁を確認するために用いられる画像処理方法であって、前記アプリケーションに基づく
画像を形成する画像形成手順と、前記画像形成手順において形成された画像の前記記録媒
体の外周に対して内側に該当する部分と、前記記録媒体の外周に対して外側に該当する部
分とを識別可能に表示する処理を制御する表示制御手順とを備え、更に前記表示制御手順
において、前記記録媒体の外周内の印刷されるのに適した領域であるレーベル領域の境界
を識別可能に表示する処理を制御することを特徴とする。
　本発明の情報処理装置は、アプリケーションに基づき記録媒体に画像形成するに際し、
体裁を確認するために用いられる情報処理装置であって、前記アプリケーションに基づく
画像を形成する画像形成手段と、前記画像形成手段において形成された画像の前記記録媒
体の外周に対して内側に該当する部分と、前記記録媒体の外周に対して外側に該当する部
分とを識別可能に表示する処理を制御する表示制御手段とを備え、更に前記表示制御手段
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は、前記記録媒体の外周内の印刷されるのに適した領域であるレーベル領域の境界を識別
可能に表示する処理を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、例えば、記録媒体に直接印刷を行なう際に記録媒体からはみ出して印
刷を行なったために専用トレイを汚してしまうといったことを防止するために、記録媒体
からはみ出して印刷される部分の画像を識別できるように表示することができるとともに
、記録媒体の印刷面の中での印刷されることが望ましい部分であるレーベル領域の境界線
を表示することで、ユーザに所望な印刷が行なえるかを確認できる機能を提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を添付図面を参照しながら詳細に説明する。
[第１の実施形態]
　先ず、本実施形態に係る印刷システムの構成を概略的に説明する。図１は、本実施形態
に係る印刷システムの概略構成を示したブロック図である。
　本実施形態の印刷システム１００は、本発明の画像処理装置の好適な一例であるパーソ
ナルコンピュータ等で起動可能なアプリケーションにより作成された文書や画像等の印刷
データを印刷装置１０２で用紙上に印刷出力する前に、印刷プレビューを表示装置１０４
で表示する。画像処理装置は、通常、前述のパーソナルコンピュータに限らず、ワークス
テーションなどであってもよいし、さらにプレビューが可能な表示部を備えた複写機やプ
リンタ（図示省略）などをも含む。さらに、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合には、
アプリケーションで選択された用紙上に出力されるであろう内容を表示するだけでなく、
実際にＣＤ－Ｒメディア上、即ちＣＤ－Ｒメディアの内側に該当する部分と、ＣＤ－Ｒメ
ディアをはみ出して出力される部分、即ちＣＤ－Ｒメディアの外側に該当する部分との違
いを視覚的に判断できるように表示するように構成されている。これにより、より使い勝
手の良い印刷プレビュー機能を提供できる。
【００１５】
　次に、本実施形態に係る印刷システム１００の構成及び動作について具体的に説明する
。
＜印刷システム１００の全体構成＞
　印刷システム１００は、上記図１に示すように、ホストコンピュータ１０１に対して、
印刷装置１０２、ハードディスク装置１０３、表示装置１０４、データ入力装置１０５、
メディア読取装置１０６、及び通信制御装置１０７がそれぞれ接続された構成としている
。
【００１６】
　ホストコンピュータ１０１は、所定のシステムプログラムを実行することで、印刷シス
テム１００全体の動作制御及び監視を行う。具体的には例えば、ホストコンピュータ１０
１は、後述するようなシステムボード上に配置されたＣＰＵ（Central processing Unit
）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、及びＲＯＭ（Read Only Memory）等を含むコンピ
ュータ機能を備え、ＣＰＵが、内蔵メモリ又は外付けのハードディスク１０３等から所要
の処理プログラムを適宜読み出して実行することで、印刷システム１００全体の動作制御
を司る。
【００１７】
　ここでは一例として、ホストコンピュータ１０１が実行する各種プログラムの格納先を
ハードディスク１０３としており、このハードディスク１０３には、本実施形態における
動作を実現するための処理プログラムや、印刷データを生成するための各種アプリケーシ
ョン等が格納されている。
【００１８】
　尚、本実施形態における動作を実現するための処理プログラム（プログラムコード）の



(5) JP 4208670 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

格納先は、ハードディスク１０３や内蔵メモリに限られることはなく、例えば、ＣＤ－Ｒ
ＯＭやフレキシブルディスク等の可搬性記録媒体に対して、当該処理プログラムをホスト
コンピュータ１０１が読取可能な形態で記録して流通させ、印刷システム１００の構築時
において、メディア読取装置１０６、或いは通信制御装置１０７を介して、ホストコンピ
ュータ１０１が当該処理プログラムを読み取ってハードディスク１０３にインストールす
るようにしてもよい。
【００１９】
　また、本実施形態では、ホストコンピュータ１０１のＯＳ（オペレーティングシステム
）として、例えば、「Windows（Ｒ）」を用いるものとするが、これに限られることはな
い。
【００２０】
　印刷装置１０２は、ホストコンピュータ１０１から印刷データ共に印刷条件等の情報を
受信すると、所定の印刷プロセスを実行することで、当該印刷データを印刷用紙上に印刷
出力（画像形成）する。印刷装置１０２としては、例えば、シリアルプリンタや、ページ
プリンタ、或いはその他の電子複写型プリンタ等の様々なプリンタを適用可能である。ま
た、印刷装置１０２とホストコンピュータ１０１の接続形態についても、例えば、スタン
ドアロン接続やネットワーク接続等の様々な接続形態を適用可能である。
【００２１】
　表示装置１０４は、ホストコンピュータ１０１からのシステムプログラムやアプリケー
ション等の実行による指示に呼応して、所定のダイアログウィンドウを表示する。特に、
表示装置１０４は、ホストコンピュータ１０１からの指示に従って、詳細は後述する本実
施形態の特徴である印刷プレビューを表示する。
【００２２】
　データ入力装置１０５は、キーボード、マウス、及びその他のポインティングデバイス
等を含み、ユーザからの各種指示を受け付け、これをホストコンピュータ１０１に伝える
。例えば、データ入力装置１０５は、ユーザから入力された、印刷装置１０２に対する印
刷条件や印刷プレビューの表示条件（以下、「プレビュー表示条件」と称す）を、ホスト
コンピュータ１０１に伝える。
【００２３】
　メディア読取装置１０６は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ及びフレキシブルディスク（ＦＤ）
ドライブ等を含む装置であり、ＣＤ－ＲＯＭやＦＤ等の記録媒体から読み取った情報をホ
ストコンピュータ１０１に供給する。通信制御装置１０７は、例えば、印刷システム１０
０と外部のネットワークを通信可能に接続するための接続インタフェースである。
【００２４】
＜印刷システム１００の機能構成＞
　図２は、ホストコンピュータ１０１が所定の処理プログラムを実行することで実現され
る印刷システム１００の機能のうち、特に、印刷制御機能に着目した機能構成図である。
　ホストコンピュータ１０１による印刷制御機能は、図２に示すように、アプリケーショ
ン２０１、ＧＤＩ（Graphics Device Interface）２０２、ユーザインタフェースドライ
バ２０３、スプールファイル２０４、プリントプロセッサ２０５、プリンタグラフィック
スドライバ２０６、プレビューア２０８、及びプレビューファイル２０９を含んでいる。
【００２５】
　まず、ホストコンピュータ１０１による印刷制御機能に含まれる主なる機能について説
明する。
　ユーザインタフェースドライバ２０３は、ＧＤＩ２０２を介して、印刷装置（プリンタ
）１０２に対して印刷条件を設定する機能を有する。具体的には例えば、ユーザインタフ
ェースドライバ２０３は、印刷に使用する用紙サイズやメディア、及びその他の印刷条件
を設定する機能を有すると共に、印刷を実行する前に表示装置１０４で印刷プレビューを
表示するか否かを設定する機能を有する。ここでは、ユーザインタフェースドライバ２０
３により、印刷を実行する前に表示装置１０４で印刷プレビューを表示する設定がなされ
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たものとする。
【００２６】
　プリントプロセッサ２０５は、スプールファイル２０４に格納された印刷データを1ペ
ージ単位で処理する機能、及びプレビューア２０８を起動する機能を有する。プリンタグ
ラフィックスドライバ２０６は、印刷データを印刷装置（プリンタ）１０２で印刷出力可
能なビットマップデータに変換する機能を有する。プレビューア２０８は、プレビューフ
ァイル２０９に格納された印刷プレビューデータ（プレビュー画像データ）２１１を表示
装置１０４で表示する機能を有する。プレビューファイル２０９は、印刷プレビューを表
示装置１０４で表示するにあたり、一時的に作成されるファイルであり、印刷プレビュー
データ（プレビュー画像データ）、印刷条件情報、及びプレビュー表示条件情報等を含む
。
【００２７】
　次に、ホストコンピュータ１０１による印刷制御機能の一連の動作について説明する。
　先ず、アプリケーション２０１は、ユーザからの操作指示に従って任意の文書を作成し
、当該文書データ（印刷データ）の印刷実行を指示する。これにより、ＧＤＩ２０２は、
ユーザインタフェースドライバ２０３に対して、印刷開始のイベントを通知する。
【００２８】
　続いて、アプリケーション２０１は、上記の文書データ（印刷データ）をＧＤＩ２０２
を介して、ＥＭＦスプールファイル２０４に格納する。このとき、ＥＭＦスプールファイ
ル２０４には、ユーザインタフェースドライバ２０３により、印刷装置（プリンタ）１０
２での印刷条件情報が予め格納されている。
【００２９】
　プリントプロセッサ２０５は、ＥＭＦスプールファイル２０４から印刷条件情報及び印
刷データを取得し、当該印刷条件情報及び印刷データを１ページ単位で、プリンタグラフ
ィックスドライバ２０６に供給すると共にプレビューア２０８を起動する。また、プリン
トプロセッサ２０５は、プレビューア２０８と通信することで、表示装置１０４で印刷プ
レビューを表示するページ番号、及び印刷プレビューの表示に使用するプレビュー画像の
解像度等のプレビュー表示条件を取得する。
【００３０】
　そして、プリントプロセッサ２０５は、上記取得ページ番号に対応する印刷条件をＥＭ
Ｆスプールファイル２０４から取得し、これをプレビューファイル２０９に格納する。さ
らに、プリントプロセッサ２０５は、ＧＤＩ２０２を経由して、プリンタグラフィックス
ドライバ２０６に対して、プレビューファイル２０９のファイル名（以下、「プレビュー
ファイル名」と称す）、上記取得印刷条件、及び上記プレビュー表示条件を通知し、その
後、印刷データをＥＭＦスプールファイル２０４から取得し、この印刷データから上記取
得ページ番号に対応する印刷データ（以下、「印刷ページデータ」と称す）を生成し、こ
れをＧＤＩ２０２に供給する。
【００３１】
　プリンタグラフィックスドライバ２０６は、ＧＤＩ２０２により作成されたグラフィッ
クス描画コマンド、及び事前にプリントプロセッサ２０５から通知された印刷条件及びプ
レビュー表示条件に基づいて、プリントプロセッサ２０５から供給された印刷ページデー
タから印刷プレビュー表示用のビットマップデータ（以下、「プレビュー画像データ」と
称す）、或いは印刷用のビットマップデータ（以下、「印刷画像データ」と称す）を生成
する。
【００３２】
　このとき、プリンタグラフィックスドライバ２０６で印刷画像データが生成された場合
、プリンタグラフィックスドライバ２０６は、当該印刷画像データを任意のデータ送信部
（不図示）を経由して印刷装置（プリンタ）１０２に供給する。プリンタ１０２は、プリ
ンタグラフィックスドライバ２０６から供給された印刷画像データを用紙（２１０）上に
印刷出力する。
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【００３３】
　一方、プリンタグラフィックスドライバ２０６でプレビュー画像データが生成された場
合、プリンタグラフィックスドライバ２０６は、事前にプリントプロセッサ２０５から通
知されたプレビューファイル名により、当該プレビュー画像データをプレビューファイル
２０９に格納する。プリントプロセッサ２０５は、プレビューア２０８に対して、上記プ
レビューファイル名を通知する。
【００３４】
　プレビューア２０８は、ユーザからのプレビュー表示条件の設定を受け付けると共に、
当該設定プレビュー表示条件に適したプレビューファイル２０９の作成をプリントプロセ
ッサ２０５に対して要求することで、プリントプロセッサ２０５からプレビューファイル
２０９のプレビューファイル名の通知を受け取ると、プレビューファイル２０９からプレ
ビュー画像データを取得して、上記設定プレビュー表示条件に基づいて、当該プレビュー
画像データによる印刷プレビュー（２１１）を表示装置１０４で表示する。
【００３５】
＜印刷プレビュー表示画面＞
　図３～図５は、プレビューア２０８により表示装置１０４で表示される印刷プレビュー
（２１１）の画面３００～５００の一例を示したものである。
【００３６】
　図３は、ＣＤ－Ｒメディア以外のメディアに印刷出力する場合に、アプリケーション２
０１で作成された文書における印刷プレビューの表示画面３００の一例を示した図である
。
　図３の画面３００において、"３０1"は、ユーザに対して、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷
プレビューを表示するか否かを選択させるための項目欄である。図３に示すように、ＣＤ
－Ｒメディア以外のメディアに印刷出力する場合には、"３０1"はユーザに選択させない
ようにするため無効になっている。
【００３７】
　図４は、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、アプリケーション２０１で作成され
た文書におけるＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューの表示画面４００の一例を示した図
である。
【００３８】
　図４の画面４００において、"４０１"は、ユーザに対して、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷
プレビューを表示するか否かを選択させるための項目欄である。図４に示すように、ＣＤ
－Ｒメディアに印刷出力する場合で、かつ、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示
する場合には、"４０１"は押された状態になっている。
　"４０２"は、実際にＣＤ－Ｒメディア上に出力されるであろう範囲を示している。
　"４０３"は、実際にＣＤ－Ｒメディア上に出力されるであろう内容を示している。
　"４０４"は、実際にＣＤ－Ｒメディアからはみ出して出力されるであろう内容を示して
いる。
【００３９】
　図５は、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、アプリケーション２０１で作成され
た文書における印刷プレビューの表示画面５００の一例を示した図である。
　図５の画面５００において、"５０１"は、ユーザに対して、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷
プレビューを表示するか否かを選択させるための項目欄である。図５に示すように、ＣＤ
－Ｒメディアに印刷出力する場合で、かつ、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示
しない場合には、"５０１"は押されていない状態になっている。
【００４０】
＜プレビューア２０８による印刷プレビュー表示＞
　図６は、プレビューア２０８が印刷プレビューを表示する際の動作をフローチャートに
より示したものである。
　ここでは、プレビューア２０８が、上記図３～図５に示した表示画面３００～５００の
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表示方法を判断する処理に着目している。
　ステップＳ６０１：プレビューア２０８は、プレビューファイル２０９に格納されてい
る印刷条件情報からＣＤ－Ｒメディアに印刷するか否かを判別する。即ち、一般アプリケ
ーションに対応したレイアウト（例えば、Ａ４、Ｂ５サイズ等）に整合する矩形の用紙等
の記録媒体に対して画像形成を行う第１モードが設定されたか、一般アプリケーションに
対応したレイアウトに不整合なＣＤ－Ｒ等の例えば円盤状の記録媒体に対して画像形成を
行う第２モードが設定されたかを上記印刷条件情報から判断する。この判別の結果、第２
モードが設定されたと判断し、例えばＣＤ－Ｒメディアに印刷する場合にはステップＳ６
０２へ進み、ＣＤ－Ｒメディア以外を対象に印刷する場合にはステップＳ６０３へ進む。
【００４１】
　ステップＳ６０２：
　ステップＳ６０１の判別の結果、ＣＤ－Ｒメディアに印刷する場合、プレビューア２０
８は、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示するか否かを選択させるための項目欄
を有効にする（図４の"４０１"参照）。
【００４２】
　ステップＳ６０３：
　プレビューア２０８は、プレビュー画像を表示装置１０４で表示する。これにより、図
３の表示画面３００或いは図５の表示画面５００の状態が得られる。
【００４３】
　ステップＳ６０４：
　プレビューア２０８は、第２モードにより形成された画像をＣＤ－Ｒメディア用の印刷
プレビューとして表示するか否かを選択させるための項目欄の状態から、ＣＤ－Ｒメディ
ア用の印刷プレビューを表示するか否かを判別する。この判別の結果、ＣＤ－Ｒメディア
用の印刷プレビューを表示する場合にはステップＳ６０５へ進み、ＣＤ－Ｒメディア用の
印刷プレビューを表示しない場合には本処理終了とする。
【００４４】
　ステップＳ６０５：
　ステップＳ６０４の判別の結果、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示する場合
、プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示装置１０４に表示
して図４の表示画面４００の状態が得られ、本処理終了とする。
【００４５】
[第２の実施形態]
　第１の実施形態では、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、実際にＣＤ－Ｒメディ
ア上、即ちＣＤ－Ｒメディアの内側に該当する部分と、ＣＤ－Ｒメディアをはみ出して出
力される部分、即ちＣＤ－Ｒメディアの外側に該当する部分との違いをプレビューア２０
８で判断できるように構成した。しかしながら、一口にＣＤ－Ｒメディアと言っても、一
般的に市場に出回っているＣＤ－Ｒメディアには、直径が８ｃｍのＣＤ－Ｒメディアと直
径が１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディアの２種類のＣＤ－Ｒメディアが存在している。
【００４６】
　そこで、本実施形態では、プレビューア２０８においてＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレ
ビューを表示する場合に、直径が８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示す
るか、直径が１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示するかをユーザに選
択させることによって、ＣＤ－Ｒメディアの内側に該当する部分とＣＤ－Ｒメディアをは
み出して出力される部分の範囲を切り替えることを特徴とする。
【００４７】
　図７は、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、アプリケーション２０１で作成され
た文書における８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューの表示画面７００の一例を
示した図である。
【００４８】
　図７の画面７００において、"７０１"は、ユーザに対して、８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア
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用の印刷プレビューを表示するか、１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表
示するか、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示しないかを選択させるための項目
欄である。
【００４９】
　図７に示すように、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合で、かつ、８ｃｍのＣＤ－Ｒ
メディア用の印刷プレビューを表示する場合には、"７０２"が選択された状態になってい
る。
【００５０】
　また、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示しない場合、即ち、図５の画面５０
０において、"５０１"が押されていない状態の場合は、"７０３"が選択された状態になる
。
　"７０４"は、実際に８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア上に出力されるであろう範囲を示してい
る。
　"７０５"は、実際に８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア上に出力されるであろう内容を示してい
る。
　"７０６"は、実際に８ｃｍのＣＤ－Ｒメディアからはみ出して出力されるであろう内容
を示している。
【００５１】
　図８は、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、アプリケーション２０１で作成され
た文書における１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューの表示画面８００の一例
を示した図である。
　図８の画面８００において、"８０１"は、図７の"７０１"と同じ項目欄である。図８に
示すように、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合で、かつ、１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディ
ア用の印刷プレビューを表示する場合には、"８０２"が選択された状態になっている。
　"８０３"は、実際に１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア上に出力されるであろう範囲を示して
いる。
　"８０４"は、実際に１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア上に出力されるであろう内容を示して
いる。
【００５２】
＜プレビューア２０８による印刷プレビュー表示＞
　図９は、第２の実施形態におけるプレビューア２０８が印刷プレビューを表示する際の
動作をフローチャートにより示したものである。
　同図において第１の実施形態で示した図６と同様の処理には同一のステップ番号を示し
、説明を省略する。
　ここでは、プレビューア２０８が、上記図７～図８に示した表示画面７００～８００の
表示方法を判断する処理に着目している。
【００５３】
　ステップＳ９０１：
　プレビューア２０８は、第２モードにより形成された画像を８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア
用の印刷プレビューを表示するか、１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表
示するかを選択させるための項目欄の状態から、８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレ
ビューとして表示するか否かを判別する。この判別の結果、８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用
の印刷プレビューを表示する場合にはステップＳ９０２へ進み、８ｃｍのＣＤ－Ｒメディ
ア用の印刷プレビューを表示しない場合、即ち１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレ
ビューを表示する場合にはステップＳ９０３へ進む。
【００５４】
　ステップＳ９０２：
　ステップＳ９０１の判別の結果、８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示
する場合、プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示装置１０
４に表示して図７の表示画面７００の状態が得られ、本処理終了とする。
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【００５５】
　ステップＳ９０３：
　ステップＳ９０１の判別の結果、１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表
示する場合、プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示装置１
０４に表示して図８の表示画面８００の状態が得られ、本処理終了とする。
【００５６】
[第３の実施形態]
　第２の実施形態では、プレビューア２０８においてＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビュ
ーを表示する場合に、直径が８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示するか
、直径が１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示するかをユーザに選択さ
せることによって、ＣＤ－Ｒメディアの内側に該当する部分とＣＤ－Ｒメディアをはみ出
して出力される部分の範囲を切り替えることができるように構成した。
【００５７】
　本実施形態では、プレビューア２０８においてＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを
表示する場合に、印刷装置（プリンタ）１０２に現在セットされている専用トレイ上のＣ
Ｄ－Ｒメディアのサイズに基づいて、直径が８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビュ
ーを表示するか、直径が１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示するかを
判断することによって、ＣＤ－Ｒメディアの内側に該当する部分とＣＤ－Ｒメディアをは
み出して出力される部分の範囲を切り替えることを特徴とする。
【００５８】
　具体的には、プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示する
場合に、プリンタグラフィックスドライバ２０６、及び、任意のデータ送受信部（不図示
）を経由して、印刷装置（プリンタ）１０２に現在セットされている専用トレイ上のＣＤ
－Ｒメディアのサイズをプリンタ１０２に問い合わせる。
【００５９】
　プリンタ１０２は、プレビューア２０８から前記サイズの問い合わせを受けると、メデ
ィアサイズ読取装置（不図示）により現在セットされている専用トレイ上のＣＤ－Ｒメデ
ィアのサイズを自動検知する。
【００６０】
　そして、プリンタ１０２は、任意のデータ送受信部（不図示）、及び、プリンタグラフ
ィックスドライバ２０６を経由して、前記メディアサイズ読取装置により自動検知したサ
イズをプレビューア２０７に通知する。
【００６１】
　プレビューア２０８は、プリンタ１０２から通知されたサイズに応じて、直径が８ｃｍ
のＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビュー、又は、直径が１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の
印刷プレビューを表示する。
【００６２】
＜プレビューア２０８による印刷プレビュー表示＞
　図１０は、第３の実施形態におけるプレビューア２０８が印刷プレビューを表示する際
の動作をフローチャートにより示したものである。
　同図において第２の実施形態で示した図９と同様の処理には同一のステップ番号を示し
、説明を省略する。
　ここでは、プレビューア２０８が、上記図７～図８に示した表示画面７００～８００の
表示方法を判断する処理に着目している。
【００６３】
　ステップＳ１００１：
　プレビューア２０８は、印刷装置（プリンタ）１０２から、プリンタ１０２に現在セッ
トされている専用トレイ上のＣＤ－Ｒメディアのサイズを取得する。
【００６４】
　ステップＳ１００２：
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　プレビューア２０８は、ステップＳ１００１で取得したＣＤ－Ｒメディアのサイズの直
径が８ｃｍかどうかを判別する。この判別の結果、ＣＤ－Ｒメディアのサイズの直径が８
ｃｍの場合にはステップＳ９０２へ進み、ＣＤ－Ｒメディアのサイズの直径が８ｃｍでな
い場合にはステップＳ９０３へ進む。
【００６５】
[第４の実施形態]
　第１～第３の実施形態では、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、実際にＣＤ－Ｒ
メディア上、即ちＣＤ－Ｒメディアの内側に該当する部分と、ＣＤ－Ｒメディアをはみ出
して出力される部分、即ちＣＤ－Ｒメディアの外側に該当する部分との違いをプレビュー
ア２０８で判断できるように構成した。しかしながら、一般的にＣＤ－Ｒメディアに印刷
出力する場合には、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル面のうち、塗装や加工によりコートを施
している部分(以後、レーベル領域と称す)だけに印刷データをレイアウトして、印刷出力
することが望ましい。
【００６６】
　そこで本実施形態では、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、印刷装置（プリンタ
）１０２に現在セットされている専用トレイ上のＣＤ－Ｒメディアの中心部に記載されて
いる型番刻印に基づいて、ＣＤ－Ｒメディアのサイズ、レーベル領域の位置、レーベル領
域の表面の質を判断することによって、レーベル領域の内側に該当する部分と、レーベル
領域の外側に該当する部分との違いや、レーベル領域の表面の質による印刷結果の違いを
プレビューア２０８で判断できるように構成することを特徴とする。
【００６７】
　具体的には、プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示する
場合に、プリンタグラフィックスドライバ２０６、及び、任意のデータ送受信部（不図示
）を経由して、印刷装置（プリンタ）１０２に現在セットされている専用トレイ上のＣＤ
－Ｒメディアの型番をプリンタ１０２に問い合わせる。
【００６８】
　プリンタ１０２は、プレビューア２０８から前記型番の問い合わせを受けると、型番刻
印読取装置（不図示）により現在セットされている専用トレイ上のＣＤ－Ｒメディアの中
心部に記載されている型番刻印を読み取る。
【００６９】
　そして、プリンタ１０２は、任意のデータ送受信部（不図示）、及び、プリンタグラフ
ィックスドライバ２０６を経由して、前記型番情報読取装置により読み取った型番をプレ
ビューア２０７に通知する。
【００７０】
　プレビューア２０８は、プリンタ１０２から通知された型番を用いて、あらかじめ内部
で保持している型番情報テーブルを参照することによって、最適なＣＤ－Ｒメディア用の
印刷プレビューを表示する。
【００７１】
　図１１は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル面の一例を示した図である。
　図１１において、"１１０１"は、レーベル領域の外側の境界部分を示している。
"１１０２"は、レーベル領域の内側の境界部分を示している。
"１１０３"は、レーベル領域を示している。
"１１０４"は、型番刻印を示している。
【００７２】
　図１２は、プレビューア２０８が保持している型番情報テーブルの一例を示した図であ
る。
　図１２において、"１２０１"は、ＣＤ－Ｒメディアの型番を示している。
"１２０２"は、ＣＤ－Ｒメディアの製造メーカを示している。
"１２０３"は、ＣＤ－Ｒメディアの直径を示している。
"１２０４"は、ＣＤ－Ｒメディアの中心からレーベル領域の外側の境界部分までの長さを
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示している。
"１２０５"は、ＣＤ－Ｒメディアの中心からレーベル領域の内側の境界部分までの長さを
示している。
"１２０６"は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域の表面の質を示している。
"１２０７"は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域に印刷する場合の印刷方法を示している
。
【００７３】
　図１３は、図１２の"１２０１"に示す型番のＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に、
アプリケーション２０１で作成された文書におけるＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビュー
の表示画面１３００の一例を示した図である。
　図１３において、"１３０１"は、ＣＤ－Ｒメディアの外形を示している。
"１３０２"は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域の外側の境界部分を示している。
"１３０３"は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域の内側の境界部分を示している。
"１３０４"は、実際にＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域内に出力されるであろう内容を示
している。
　"１３０５"は、実際にＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域から外側にはみ出して出力され
るであろう内容を示している。
　"１３０６"は、実際にＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域から内側にはみ出して出力され
るであろう内容を示している。
【００７４】
＜プレビューア２０８による印刷プレビュー表示＞
　図１４は、第４の実施形態におけるプレビューア２０８が印刷プレビューを表示する際
の動作をフローチャートにより示したものである。
　同図において第１の実施形態で示した図６と同様の処理には同一のステップ番号を示し
、説明を省略する。
　ここでは、プレビューア２０８が、上記図１３に示した表示画面１３００の表示方法を
判断する処理に着目している。
【００７５】
　ステップＳ１４０１：
プレビューア２０８は、印刷装置（プリンタ）１０２から、プリンタ１０２に現在セット
されている専用トレイ上のＣＤ－Ｒメディアの型番を取得する。
【００７６】
　ステップＳ１４０２：
プレビューア２０８は、上記図１２に示した型番情報テーブルから、ステップＳ１４０１
で取得したＣＤ－Ｒメディアの型番に適した型番情報を検索する。
【００７７】
　ステップＳ１４０３：
ステップＳ１４０２の処理によって型番情報を取得できたかどうかを判別する。この判別
の結果、型番情報を取得できなかった場合にはステップＳ６０５へ進み、型番情報を取得
できた場合にはステップＳ１４０４へ進む。
【００７８】
　ステップＳ１４０４：
プレビューア２０８は、ステップＳ１４０２の処理によって取得した型番情報に適したＣ
Ｄ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示装置１０４に表示して図１３の表示画面１３０
０の状態が得られ、本処理終了とする。
【００７９】
　図１５は、図１４に示した印刷プレビュー表示処理におけるステップＳ１４０４の処理
を具体的に示したものである。
　ステップＳ１５０１：
　プレビューア２０８は、型番情報テーブルから取得したＣＤ－Ｒメディアのサイズの直
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径が８ｃｍかどうかを判別する。この判別の結果、ＣＤ－Ｒメディアのサイズの直径が８
ｃｍの場合にはステップＳ１５０２へ進み、ＣＤ－Ｒメディアのサイズの直径が８ｃｍで
ない場合にはステップＳ１５０３へ進む。
【００８０】
　ステップＳ１５０２：
　ステップＳ１５０１の判別の結果、ＣＤ－Ｒメディアのサイズの直径が８ｃｍの場合、
プレビューア２０８は、８ｃｍのＣＤ－Ｒメディアの外形を表示装置１０４に表示する。
【００８１】
　ステップＳ１５０３：
　ステップＳ１５０１の判別の結果、ＣＤ－Ｒメディアのサイズの直径が８ｃｍでない場
合、プレビューア２０８は、１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディアの外形を表示装置１０４に表示
する。
【００８２】
　ステップＳ１５０４：
　プレビューア２０８は、型番情報テーブルから取得したＣＤ－Ｒメディアの中心からレ
ーベル領域の外側の境界部分までの長さに応じてレーベル領域の外側の境界部分を表示装
置１０４に表示する。
【００８３】
　ステップＳ１５０５：
　プレビューア２０８は、型番情報テーブルから取得したＣＤ－Ｒメディアの中心からレ
ーベル領域の内側の境界部分までの長さに応じてレーベル領域の内側の境界部分を表示装
置１０４に表示する。
【００８４】
　ステップＳ１５０６：
　プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域から外側、又は、内側にはみ
出して出力される部分の画像を表示装置１０４に表示する。
【００８５】
　ステップＳ１５０７：
　プレビューア２０８は、型番情報テーブルから取得したレーベル領域の表面の吸収性が
高いかどうかを判別する。この判別の結果、レーベル領域の表面の吸収性が高い場合には
ステップＳ１５０８へ進み、レーベル領域の表面の吸収性が高くない場合にはステップＳ
１５１２へ進む。
【００８６】
　ステップＳ１５０８：
　プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域内に出力される部分の画像の
濃度を「濃」に決定する。
【００８７】
　ステップＳ１５０９：
　プレビューア２０８は、型番情報テーブルから取得したレーベル領域の表面の光沢性が
高いかどうかを判別する。この判別の結果、レーベル領域の表面の光沢性が高い場合には
ステップＳ１５１０へ進み、レーベル領域の表面の光沢性が高くない場合にはステップＳ
１５１１へ進む。
【００８８】
　ステップＳ１５１０：
　プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域内に出力される部分の画像の
品位を「高品位」に決定する。
【００８９】
　ステップＳ１５１１：
　プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域内に出力される部分の画像の
品位を「標準品位」に決定する。
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【００９０】
　ステップＳ１５１２：
　プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域内に出力される部分の画像の
濃度を「淡」に決定する。
【００９１】
　ステップＳ１５１３：
　プレビューア２０８は、型番情報テーブルから取得したレーベル領域の表面の光沢性が
高いかどうかを判別する。この判別の結果、レーベル領域の表面の光沢性が高い場合には
ステップＳ１５１４へ進み、レーベル領域の表面の光沢性が高くない場合にはステップＳ
１５１５へ進む。
【００９２】
　ステップＳ１５１４：
　プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域内に出力される部分の画像の
品位を「標準品位」に決定する。
【００９３】
　ステップＳ１５１５：
　プレビューア２０８は、ＣＤ－Ｒメディアのレーベル領域内に出力される部分の画像の
品位を「低品位」に決定する。
【００９４】
　ステップＳ１５１６：
　プレビューア２０８は、上記で決定した濃度、品位に応じてＣＤ－Ｒメディアのレーベ
ル領域内に出力される部分の画像を変換して表示装置１０４に表示する。
【００９５】
　なお、本実施形態に適用可能なメディアは、ＣＤ－Ｒに限らず、ＤＶＤ，ＣＤ－ＲＯＭ
など、一般アプリケーションで定型化されていないメディアであれば何でもよい。つまり
、一般アプリケーションで定型化されていない特別なメディア種類が設定された場合には
、予め設定されている該特別なメディアの印刷可能領域を示す情報を読み出して認識し、
印刷可能領域の枠を識別可能にプレビュー画像に表示すればよい。
【００９６】
　また、上記実施形態では、ＣＤ－Ｒの内側に該当する部分と外側に該当する部分との境
界を線で示しているが、内側に該当する部分と外側に該当する部分とをユーザに対して識
別可能に表示すればよい。例えば、これら両領域間で濃淡を変えたり、明るさを変える等
、別の色で表示することなどが考えられる。印刷不可能領域内に配置されているデータは
そのまま印刷すると媒体外をプリンタが印字してしまうので、このようにしてユーザに注
意を促すとともに、ユーザはこのプレビュー画像を見て画像のレイアウトの変更を行い、
再度プレビューで確認して印刷を行うことが可能となる。
【００９７】
　また、上記第２の実施形態では、直径が８ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビュー
を表示するか、直径が１２ｃｍのＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示するかをプ
レビューアにおいて選択させるように構成しているが、ユーザインタフェースドライバで
選択させるように構成しても良い。
【００９８】
　また、上記第４の実施形態では、ＣＤ－Ｒのレーベル領域の表面の質によってプレビュ
ーアがプレビュー画像の変換を行うように構成しているが、プリンタグラフィックスドラ
イバがプレビュー画像データを生成する段階でＣＤ－Ｒのレーベル領域の表面の質に応じ
たプレビュー画像を生成するように構成しても良い。
【００９９】
　以上説明したように本実施形態では、文書等の印刷データを実際に用紙上に印刷出力す
る前に、印刷データの印刷プレビューを表示するにあたり、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力
する場合には、アプリケーションで選択された用紙上に出力されるであろう内容を表示す
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るだけでなく、実際にＣＤ－Ｒメディア上に出力される部分と、ＣＤ－Ｒメディアをはみ
出して出力される部分との違いを視覚的に判断できるように表示するように構成した。
【０１００】
　上記の構成によれば、ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合、ユーザがＣＤ－Ｒメディ
ア上に出力されるであろう内容を正確に確認できるようになる。したがって、印刷装置に
セットする専用トレイを汚してしまうことも防ぐことができるようになり、より使い勝手
の良い印刷プレビュー機能を提供することができる。
【０１０１】
　尚、本発明は、必ずしも上記実施形態に限定されるものではなく、種々の形態での実施
が可能である。
　また、本発明の目的は、本実施形態のホスト及び端末の機能を実現するソフトウェアの
プログラムコードを記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或
いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコー
ドを読みだして実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【０１０２】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本実施形態の機能を実現
することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体及び当該プログラムコードは
本発明を構成することとなる。
【０１０３】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ＲＯＭ、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード等を用いることができる。
【０１０４】
　また、コンピュータが読みだしたプログラムコードを実行することにより、本実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上
で稼動しているＯＳ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって本実施形態
の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１０５】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡
張機能ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって本実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１０６】
　本実施形態によれば、例えばＣＤ－Ｒ等の記録媒体に対して画像を形成する際に、その
画像における記録媒体に内側に該当する部分と外側に該当する部分とを識別可能に表示す
るように制御するので、記録媒体をはみ出して印字される画像を事前に把握することが可
能となり、より使い勝手のよいプレビュー機能を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の一実施形態に係る印刷システムの概略構成を示したブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るホストコンピュータが所定の処理プログラムを実行す
ることで実現される印刷システムのうち、特に印刷制御機能に着目した機能構成図である
。
【図３】ＣＤ－Ｒメディア以外のメディアに印刷出力する場合に表示装置で表示される印
刷プレビュー画面の一例を示した図である。
【図４】ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に表示装置で表示されるＣＤ－Ｒメディア
用の印刷プレビュー画面の一例を示した図である。
【図５】ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に表示装置で表示される印刷プレビュー画
面の一例を示した図である。
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【図６】本発明の第１の実施形態に係るプレビューアが印刷プレビューを表示する際の動
作を示したフローチャートである。
【図７】ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に表示装置で表示される８ｃｍのＣＤ－Ｒ
メディア用の印刷プレビュー画面の一例を示した図である。
【図８】ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に表示装置で表示される１２ｃｍのＣＤ－
Ｒメディア用の印刷プレビュー画面の一例を示した図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係るプレビューアが印刷プレビューを表示する際の動
作を示したフローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係るプレビューアが印刷プレビューを表示する際の
動作を示したフローチャートである。
【図１１】ＣＤ－Ｒメディアのレーベル面の一例を示した図である。
【図１２】プレビューアが保持している型番情報テーブルの一例を示した図である。
【図１３】ＣＤ－Ｒメディアに印刷出力する場合に型番情報に応じて表示装置で表示され
るＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビュー画面の一例を示した図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係るプレビューアが印刷プレビューを表示する際の
動作を示したフローチャートである。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係るプレビューアが印刷プレビューを表示する際の
動作における型番情報に適したＣＤ－Ｒメディア用の印刷プレビューを表示装置に表示す
る際の動作を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０８】
　１００　印刷システム
　１０１　ホストコンピュータ
　１０２　印刷装置
　１０３　ハードディスク
　１０４、２１２　表示装置
　１０５　データ入力装置
　１０６　メディア読取装置
　１０７　通信制御装置
　２０１　アプリケーション
　２０２　ＧＤＩ
　２０３　ユーザインタフェースドライバ
　２０４　ＥＭＦスプールファイル
　２０５　プリントプロセッサ
　２０６　プリンタグラフィックドライバ
　２０７　プリンタ
　２０８　プレビューア
　２０９　プレビューファイル
　２１０　用紙
　２１１　印刷プレビュー
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