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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】サムネイル画像が示す文書をユーザが容易に認
識可能な画像形成装置及びその制御方法、並びにプログ
ラム、画像形成システムを提供する。
【解決手段】画像形成装置１は、情報処理装置から受信
した印刷ジョブに、文書の１ページ目を示すサムネイル
用のページデータが含まれているか否かを判別する。そ
して、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデ
ータが含まれていると判別された場合に、文書の１ペー
ジ目を示すサムネイル用のページデータを用いてサムネ
イル画像を生成する。次いで、生成されたサムネイル画
像を表示するようにパネル１１を制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置から、複数ページからなる文書を印刷するためのページデータを含む印刷
情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により、前記情報処理装置から受信した印刷情報に、前記文書の１ページ
目を示すサムネイル用のページデータが含まれているか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段により、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが含ま
れていると判別された場合に、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータ
を用いてサムネイル画像を生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成されたサムネイル画像を表示部に表示するように制御する表示
制御手段と
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記判別手段により、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のペ
ージデータが含まれていないと判別された場合に、前記印刷情報に含まれるページデータ
のうち、１ページ目のページデータを用いてサムネイル画像を生成することを特徴とする
請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記判別手段により、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のペ
ージデータが含まれていると判別され、かつユーザにより前記文書の１ページ目を示すサ
ムネイル画像を表示しない設定がされている場合には、前記文書の１ページ目を示すサム
ネイル用のページデータを用いてサムネイル画像を生成しないことを特徴とする請求項１
または請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の画像形成装置と、当該画像形成装置に複
数ページからなる文書を印刷するためのページデータを含む印刷情報を送信する情報処理
装置とを含む画像形成システムであって、
　前記情報処理装置は、
　複数ページからなる文書を前記画像形成装置に印刷させる場合に、印刷させるページの
範囲に、前記文書の１ページ目が含まれるか否か判別する判別手段と、
　前記判別手段により、前記文書の１ページ目が含まれないと判別された場合に、印刷さ
せるページを示すページデータに、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデ
ータを付加したページデータを含む印刷情報を送信する送信手段と
　を備えたことを特徴とする画像形成システム。
【請求項５】
　前記送信手段は、前記判別手段により、前記文書の１ページ目が含まれていると判別さ
れ、かつユーザにより前記文書の１ページ目を示すサムネイル画像を表示しない設定がさ
れている場合には、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが付加され
ない印刷情報を送信することを特徴とする請求項４記載の画像形成システム。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の画像形成装置と、当該画像形成装置に複
数ページからなる文書を印刷するためのページデータを含む印刷情報を送信する情報処理
装置とを含む画像形成システムであって、
　前記情報処理装置は、
　複数ページからなる文書を前記画像形成装置に印刷させる場合に、複数のページを１ペ
ージに割り当てて印刷する縮小レイアウトで印刷させる印刷形態か否か判別する判別手段
と、
　前記判別手段により、複数のページを１ページに割り当てて印刷する縮小レイアウトで
印刷させる印刷形態と判別された場合に、印刷させるページを示すページデータに、１ペ
ージ目を示すサムネイル用のページデータを付加したページデータを含む印刷情報を送信
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する送信手段と
　を備えたことを特徴とする画像形成システム。
【請求項７】
　情報処理装置から、複数ページからなる文書を印刷するためのページデータを含む印刷
情報を受信ステップと、
　前記受信ステップにより、前記情報処理装置から受信した印刷情報に、前記文書の１ペ
ージ目を示すサムネイル用のページデータが含まれているか否かを判別する判別ステップ
と、
　前記判別ステップにより、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが
含まれていると判別された場合に、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデ
ータを用いてサムネイル画像を生成する生成ステップと、
　前記生成ステップにより生成されたサムネイル画像を表示部に表示するように制御する
表示制御ステップと
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項８】
　画像形成装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記制御方法は、
　情報処理装置から、複数ページからなる文書を印刷するためのページデータを含む印刷
情報を受信ステップと、
　前記受信ステップにより、前記情報処理装置から受信した印刷情報に、前記文書の１ペ
ージ目を示すサムネイル用のページデータが含まれているか否かを判別する判別ステップ
と、
　前記判別ステップにより、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが
含まれていると判別された場合に、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデ
ータを用いてサムネイル画像を生成する生成ステップと、
　前記生成ステップにより生成されたサムネイル画像を表示部に表示するように制御する
表示制御ステップと
　を有することを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　複数ページからなる文書を画像形成装置に印刷させる場合に、印刷させるページの範囲
に、前記文書の１ページ目が含まれるか否か判別する判別手段と、
　前記判別手段により、前記文書の１ページ目が含まれないと判別された場合に、印刷さ
せるページを示すページデータに、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデ
ータを付加したページデータを含む印刷情報を前記画像形成装置に送信する送信手段と
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　前記送信手段は、前記判別手段により、前記文書の１ページ目が含まれていないと判別
され、かつユーザにより文書の１ページ目を示すサムネイル画像を表示しない設定がされ
ている場合には、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータを用いてサムネイ
ル画像を生成しないことを特徴とする請求項９記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　複数ページからなる文書を画像形成装置に印刷させる場合に、印刷させるページの範囲
に、前記文書の１ページ目が含まれるか否か判別する判別ステップと、
　前記判別ステップにより、前記文書の１ページ目が含まれないと判別された場合に、印
刷させるページを示すページデータに、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のペー
ジデータを付加したページデータを含む印刷情報を前記画像形成装置に送信する送信ステ
ップと
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１２】
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　前記送信ステップは、前記判別ステップにより、前記文書の１ページ目が含まれていな
いと判別され、かつユーザにより文書の１ページ目を示すサムネイル画像を表示しない設
定がされている場合には、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータを用いて
サムネイル画像を生成しないことを特徴とする請求項１１記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラム、画像形成システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、入力文書の画像データからサムネイル画像を生成して表示する装置では、入力文
書の先頭ページをサムネイル画像にして表示することが一般的に行われている。
【０００３】
　また、サムネイル画像を表示するページをユーザに指定させるようにした装置もある（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２０４０１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このようにサムネイル画像を表示する画像形成装置では、ホストで作成した文書が画像
形成装置に出力され、画像形成装置が印刷することがある。
【０００６】
　この場合、ホストにおいて、文書の出力範囲を２ページ目以降とした場合、画像形成装
置に表示されるサムネイル画像も入力した２ページ目以降となる。
【０００７】
　しかし、文書の出力範囲が２ページ目以降であっても、ユーザが文書を選択する場合に
は、元文書の先頭ページが表示された方が選択しやすいケースもある。
【０００８】
　また、文書の出力形態を、複数のページを１ページに割り当てて印刷する縮小レイアウ
トとした場合、画像形成装置に表示されるサムネイル画像も縮小レイアウトされた画像と
なる。
【０００９】
　しかし、ユーザが文書を選択する場合には、元文書の先頭ページが縮小レイアウトでは
なく、通常の大きさで表示された方が選択しやすいケースもある。
【００１０】
　本発明の目的は、サムネイル画像が示す文書をユーザが容易に認識可能な画像形成装置
及びその制御方法、並びにプログラム、画像形成システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１の画像形成装置は、情報処理装置から、複数ペー
ジからなる文書を印刷するためのページデータを含む印刷情報を受信するとともに、表示
部を備えた画像形成装置であって、前記情報処理装置から受信した印刷情報に、前記文書
の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが含まれているか否かを判別する判別手
段と、前記判別手段により、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが
含まれていると判別された場合に、前記文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデ
ータを用いてサムネイル画像を生成する生成手段と、前記生成手段により生成されたサム
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ネイル画像を表示するように前記表示部を制御する表示制御手段とを備えたことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、サムネイル画像が示す文書をユーザが容易に認識可能な画像形成装置
及びその制御方法、並びにプログラム、画像形成システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成システムの概略構成を示す図である。
【図２】図２（Ａ）は、画像形成装置の概略構成を示す図であり、（Ｂ）は、情報処理装
置の概略構成を示す図である。
【図３】図１における画像形成装置が印刷ジョブを受信してから印刷画像、及びサムネイ
ル画像を生成／出力するまでのデータフローダイアグラムを示す図である。
【図４】図２におけるパネルに表示された文書一覧の画面例を示す図である。
【図５】図１における情報処理装置のＣＰＵにより実行される、印刷範囲を２ページ以降
に指定されたときの印刷ジョブ送信処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】図１における画像形成装置のＣＰＵにより実行される印刷ジョブ受信処理の手順
を示すフローチャートである。
【図７】図５，６で説明した、情報処理装置から印刷範囲をＰ．２以降に指定された場合
の処理を説明するための図である。
【図８】図１における情報処理装置のＣＰＵにより実行される、ページレイアウトが指定
されたときの印刷ジョブ送信処理の手順を示すフローチャートである。
【図９】図８，６で説明した、情報処理装置からページレイアウトが指定された場合の処
理を説明するための図である。
【図１０】図２におけるパネルに表示されたサムネイルの指定画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成システム１００の概略構成を示す図である
。
【００１６】
　図１において、画像形成システム１００は、画像形成装置１、情報処理装置２、及びそ
れらを接続するネットワーク３で構成される。画像形成装置１は、情報処理装置２から複
数ページからなる文書を印刷するためのページデータを含む印刷情報（印刷ジョブ）を受
信し、その印刷ジョブに従って印刷を行うようになっている。
【００１７】
　情報処理装置２は、画像形成装置１に複数ページからなる文書を印刷するためのページ
データを含む印刷ジョブを送信する。
【００１８】
　図１では、画像形成装置、及び情報処理装置が各々１台ずつ記載されているが、各々の
台数はこれに限るものではない。
【００１９】
　図２（Ａ）は、画像形成装置１の概略構成を示す図であり、（Ｂ）は、情報処理装置２
の概略構成を示す図である。
【００２０】
　図２（Ａ）において、画像形成装置１は、全体の制御を司るコントローラ１０、ユーザ
からの指示を受け付けたり表示を行うパネル１１（表示部）、記憶しておく記憶装置（例
えばＨＤＤなど）１２、及び印刷を行うプリンタエンジン１３を含む。記憶装置１２には
、印刷画像やサムネイル画像などが記憶される。
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【００２１】
　コントローラ１０は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０３、ＲＡＭ１０４、記憶装置インタフ
ェース１０５、ネットワークインタフェース１０６、パネルインタフェース１０７、画像
生成器１０８、及びプリンタエンジンインタフェース１０９を含む。そしてこれらはバス
１０２で接続されている。
【００２２】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０３に記憶された制御プログラムに従って、コントローラ１
０の各部を制御する。ＲＯＭ１０３は、制御プログラムやパネル１１に表示する画面情報
が記憶されたメモリである。
【００２３】
　ＲＡＭ１０４は、ＣＰＵ１０１の作業領域として使用されるメモリである。記憶装置イ
ンタフェース１０５は、記憶装置１２との間でデータの送受信を行う。ネットワークイン
タフェース１０６は、ネットワーク３に接続する情報処理装置２との間でデータの送受信
を行う。
【００２４】
　パネルインタフェース１０７は、パネル１１より入力されたユーザの指示をＣＰＵ１０
１に通知したり、ＲＯＭ１０３、ＲＡＭ１０４、及び記憶装置１２に記憶されている各種
画面情報やサムネイル画像をパネル１１に出力する。
【００２５】
　画像生成器１０８は、情報処理装置２から受信した印刷ジョブに含まれるページデータ
から印刷画像を生成する。プリンタエンジンインタフェース１０９は、ＣＰＵ１０１の指
示のもと、画像生成器１０８で生成された印刷画像をプリンタエンジン１３に出力する。
【００２６】
　図２（Ｂ）において、情報処理装置２は、汎用的なホストコンピュータであり、全体の
制御を司るコントローラ２０、キーボード２１、記憶装置（例えばＨＤＤなど）２２、及
びディスプレイ２３を含む。
【００２７】
　コントローラ２０は、ＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０３、ＲＡＭ２０４、記憶装置インタフ
ェース２０５、ネットワークインタフェース２０６、キーボードインタフェース２０７、
及びディスプレイインタフェース２０８を含む。そしてこれらはバス２０２で接続されて
いる。
【００２８】
　ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０３や記憶装置２２に格納された制御プログラムに従って、
コントローラ２０の各部を制御する。ＲＯＭ２０３は、制御プログラムや各種情報が記憶
されたメモリである。
【００２９】
　ＲＡＭ２０４は、ＣＰＵ２０１の作業領域として使用されるメモリである。記憶装置イ
ンタフェース２０５は、記憶装置２２との間でデータの送受信を行う。
【００３０】
　ネットワークインタフェース２０６は、ネットワーク３に接続する画像形成装置１との
間でデータの送受信を行う。キーボードインタフェース２０７は、キーボード２１より入
力されたユーザの指示をＣＰＵ２０１に通知する。
【００３１】
　ディスプレイインタフェース２０８は、ＣＰＵ２０１の指示のもと、各種画面情報をデ
ィスプレイ２３に出力する。
【００３２】
　情報処理装置２では、記憶装置２２に記憶された各種アプリケーションを実行すること
で文書を作成することができる。
【００３３】
　また、情報処理装置２では、記憶装置２２に記憶されたプリンタドライバによりアプリ
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ケーションで作成された文書を印刷ジョブにして画像形成装置１に出力することができる
。
【００３４】
　図３は、図１における画像形成装置１が印刷ジョブを受信してから印刷画像、及びサム
ネイル画像を生成／出力するまでのデータフローダイアグラムを示す図である。
【００３５】
　図３において、円形は処理を、平行な２本の直線は記憶されるデータを、矢印はデータ
の流れを示している。
【００３６】
　画像形成装置１のネットワークインタフェース１０６で印刷ジョブ３０１を受信すると
、ＣＰＵ１０１は、印刷ジョブ解釈処理４０１を起動し、受信した印刷ジョブ３０１を逐
次解釈する。
【００３７】
　続いてＣＰＵ１０１は、印刷画像生成処理４０２を起動し、印刷ジョブ３０１を解釈し
て得られたページデータを画像生成器１０８に供給して印刷画像３０２を生成する。画像
生成器１０８で生成された印刷画像３０２は、記憶装置１２に記憶される。
【００３８】
　ＣＰＵ１０１は、後述する条件にしたがってサムネイル画像を生成すると判断した場合
、サムネイル画像生成処理４０３を起動して、印刷画像３０２から表示用にサイズを縮小
したサムネイル画像３０３を生成する。生成されたサムネイル画像３０３は、記憶装置１
２に記憶される。
【００３９】
　パネル１１より文書の一覧表示の指示が要求されると、ＣＰＵ１０１は、文書一覧表示
処理４０４を起動して、記憶装置１２に記憶された印刷画像である文書に紐付けられたサ
ムネイル画像３０３をパネル１１に表示する。
【００４０】
　図４は、図２におけるパネル１１に表示された文書一覧画面５０１を示す図である。
【００４１】
　図４において、文書一覧画面５０１でいずれかのサムネイル画像３０３が選択されプリ
ントキー５０２が押下されると、ＣＰＵ１０１は、以下の処理を行う。すなわち、印刷処
理４０５を起動して、選択された文書の印刷画像３０２を記憶装置１２から読み出し、プ
リンタエンジン１３に出力して印刷を行う。
【００４２】
　以下の説明では、情報処理装置２から印刷範囲を２ページ以降に指定された場合の処理
と、情報処理装置２からページレイアウトが指定される場合の処理の２つの処理について
説明する。まず、情報処理装置２から印刷範囲が２ページ以降の場合の処理の概要につい
て説明する。なお、以下の説明では、ＮページのことをＰ．Ｎと表現することがある。
【００４３】
　図５は、図１における情報処理装置２のＣＰＵ２０１により実行される、印刷範囲を２
ページ以降に指定されたときの印刷ジョブ送信処理の手順を示すフローチャートである。
【００４４】
　この処理は、アプリケーションで作成された文書の印刷指示が要求されたときにプリン
タドライバで行われる処理である。
【００４５】
　図５において、ＣＰＵ２０１は、プリンタドライバの印刷範囲指定画面で、指定された
印刷範囲がＰ．２以降であるか否かを判別する（ステップＳ６０１）。このステップＳ６
０１は、複数ページからなる文書を画像形成装置１に印刷させる場合に、印刷させるペー
ジの範囲に、文書の１ページ目が含まれるか否か判別する判別手段に対応する。
【００４６】
　ステップＳ６０１の判別の結果、指定された印刷範囲がＰ．２以降でないときは（ステ
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ップＳ６０１でＮＯ）、ステップＳ６０３に進む。
【００４７】
　一方、ステップＳ６０１の判別の結果、指定された印刷範囲がＰ．２以降のときは（ス
テップＳ６０１でＹＥＳ）、ＣＰＵ２０１は、Ｐ．１のページデータを生成してサムネイ
ル用に印刷ジョブ３０１に付加する（ステップＳ６０２）。
【００４８】
　続いて、ＣＰＵ２０１は、指定された印刷範囲のページデータを生成して印刷ジョブ３
０１を生成する（ステップＳ６０３）。そして、生成した印刷ジョブ３０１をネットワー
クインタフェース２０６を介して画像形成装置１に送信して（ステップＳ６０４）、本処
理を終了する。
【００４９】
　このステップＳ６０４は、文書の１ページ目が含まれないと判別された場合に、印刷さ
せるページを示すページデータに、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータ
を付加したページデータを含む印刷ジョブを送信する送信手段に対応する。
【００５０】
　このように、情報処理装置２は、指定された印刷範囲がＰ．２以降のときに限り、Ｐ．
１のページデータを生成してサムネイル用に印刷ジョブ３０１に付加するようになってい
る。
【００５１】
　図６は、図１における画像形成装置１のＣＰＵ１０１により実行される印刷ジョブ受信
処理の手順を示すフローチャートである。
【００５２】
　この処理は、ＣＰＵ１０１が印刷ジョブ３０１を入力して、印刷ジョブ解釈処理４０１
、印刷画像生成処理４０２、及びサムネイル画像生成処理４０３を起動することにより実
行される。
【００５３】
　図６において、ＣＰＵ１０１は、受信した印刷ジョブ３０１を逐次解釈し（ステップＳ
７０１）、解釈したページがサムネイル用のページであるか否かを判別する（ステップＳ
７０２）。このステップＳ７０２は、受信した印刷ジョブに、文書の１ページ目を示すサ
ムネイル用のページデータが含まれているか否かを判別する判別手段に対応する。
【００５４】
　ステップＳ７０２の判別の結果、解釈したページがサムネイル用のページのときは（ス
テップＳ７０２でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は、受信した印刷ジョブのサムネイル画像を既
に生成済みであるか否かを判別する（ステップＳ７０３）。
【００５５】
　ステップＳ７０３の判別の結果、サムネイル画像を既に生成済みのときは（ステップＳ
７０３でＹＥＳ）、ステップＳ７１０に進む。
【００５６】
　一方、ステップＳ７０３の判別の結果、サムネイル画像を生成していないときは（ステ
ップＳ７０３でＮＯ）、ＣＰＵ１０１は、当該ページのページデータを画像生成器１０８
に供給して１ページ分の印刷画像を生成する（ステップＳ７０４）。
【００５７】
　続いて、ＣＰＵ１０１は、生成した当該ページの印刷画像から表示用に縮小したサムネ
イル画像を生成し（ステップＳ７０５）、記憶装置１２に記憶する。このステップＳ７０
５は、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが含まれていると判別された
場合に、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータを用いてサムネイル画像を
生成する生成手段に対応する。
【００５８】
　サムネイル用のページの印刷画像はサムネイル画像生成後には不要であるので、ＣＰＵ
１０１は、当該ページの印刷画像３０２を削除して（ステップＳ７０６）、ステップＳ７
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１０に進む。
【００５９】
　上記ステップＳ７０２に戻り、ステップＳ７０２の判別の結果、解釈したページがサム
ネイル用のページではないときは（ステップＳ７０２でＮＯ）、ＣＰＵ１０１は、以下の
処理を行う。すなわち、当該ページのページデータを画像生成器１０８に供給して１ペー
ジ分の印刷画像３０２を生成する（ステップＳ７０７）。
【００６０】
　続いて、ＣＰＵ１０１は、受信した印刷ジョブのサムネイル画像を既に生成済みである
か否かを判別する（ステップＳ７０８）。ステップＳ７０８の判別の結果、サムネイル画
像を既に生成済みのときは（ステップＳ７０８でＹＥＳ）、ステップＳ７１０に進む。
【００６１】
　一方、ステップＳ７０８の判別の結果、サムネイル画像を生成していないときは（ステ
ップＳ７０８でＮＯ）、ＣＰＵ１０１は、生成した当該ページの印刷画像３０２から表示
用に縮小したサムネイル画像を生成し（ステップＳ７０９）、記憶装置に記憶する。
【００６２】
　次いで、次ページがあるか否か判別し（ステップＳ７１０）、次ページがある場合には
（ステップＳ７１０でＹＥＳ）、ステップＳ７０１に戻る。一方、次ページがない場合に
は（ステップＳ７１０でＮＯ）、必要に応じてサムネイル画像を表示するようにパネル１
１を制御して（ステップＳ７１１）、本処理を終了する。このステップＳ７１１は、生成
されたサムネイル画像を表示するようにパネル１１を制御する表示制御手段に対応する。
【００６３】
　また、上記印刷ジョブ受信処理は、ステップＳ７０２で否定判別されたときは、印刷ジ
ョブに含まれるページデータのうち、１ページ目のページデータを用いてサムネイル画像
を生成する。
【００６４】
　図６の処理によれば、情報処理装置２から受信した印刷ジョブに、文書の１ページ目を
示すサムネイル用のページデータが含まれているか否かを判別する。そして、文書の１ペ
ージ目を示すサムネイル用のページデータが含まれていると判別された場合に、文書の１
ページ目を示すサムネイル用のページデータを用いてサムネイル画像を生成する。次いで
、生成されたサムネイル画像を表示するようにパネル１１を制御するので、サムネイル画
像が示す文書をユーザが容易に認識可能となる。
【００６５】
　図７は、図５，６で説明した、情報処理装置２から印刷範囲をＰ．２以降に指定された
場合の処理を説明するための図である。
【００６６】
　図７では、（１）印刷範囲をＰ．２以降に指定された場合の例として、Ｐ．３～Ｐ．５
が指定された場合と、（２）Ｐ．１から印刷が指定された場合が示されている。いずれも
、印刷ジョブ３０１、印刷画像３０２、サムネイル画像３０３がどのように生成されるか
を示している。
【００６７】
　プリンタドライバの印刷範囲指定画面８０１で、印刷範囲をＰ．２以降に指定された場
合、印刷範囲が２ページ目以降であるので、図５のステップＳ６０１で肯定判別される。
【００６８】
　従って、情報処理装置２のプリンタドライバで生成される印刷ジョブ３０１は、印刷範
囲（３～５ページ）のページデータに加え、サムネイル用に１ページ目のページデータが
付加される。
【００６９】
　画像形成装置１で生成される印刷画像３０２は、サムネイル用の１ページ目と、印刷範
囲で指定された３～５ページ目の印刷画像が生成される。
【００７０】
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　画像形成装置１で生成されるサムネイル画像３０３は、図７のステップＳ７０５で、サ
ムネイル用の１ページ目の印刷画像から生成される。サムネイル用の１ページ目の印刷画
像は、図７のステップＳ７０６でサムネイル画像生成後に削除される。
【００７１】
　一方、プリンタドライバの印刷範囲指定画面８０１で、Ｐ．１から印刷が指定された場
合（図では１～３ページ）、印刷範囲が１ページ目以降であるので、図５のステップＳ６
０１で否定判別される。
【００７２】
　従って、情報処理装置２のプリンタドライバで生成される印刷ジョブ３０１は、サムネ
イル用のページデータを含まない印刷範囲（１～３ページ）のみのページデータが生成さ
れる。
【００７３】
　画像形成装置１で生成される印刷画像３０２は、印刷範囲で指定された１～３ページ目
の印刷画像が生成される。
【００７４】
　画像形成装置１で生成されるサムネイル画像３０３は、印刷ジョブ３０１にサムネイル
用のページは含まれていないので、図６のステップＳ７０９で、印刷範囲の先頭ページで
ある元文書の１ページ目の印刷画像から生成される。
【００７５】
　以上説明したように、図５、図６の処理では、文書の印刷範囲指定に依らず、画像形成
装置１の文書一覧画面５０１には、元文書の１ページ目がサムネイル画像として表示され
るので、ユーザが文書を選択する際の視認性を良くすることができる。
【００７６】
　次に、情報処理装置２からページレイアウトが指定される場合の処理の処理について説
明する。
【００７７】
　図８は、図１における情報処理装置２のＣＰＵ２０１により実行される、ページレイア
ウトが指定されたときの印刷ジョブ送信処理の手順を示すフローチャートである。
【００７８】
　ここで指定されるページレイアウトは、複数のページを１ページに割り当てて印刷する
縮小レイアウトである。
【００７９】
　また、図８の処理は、アプリケーションで作成された文書の印刷指示が要求されたとき
にプリンタドライバで行われる処理を示している。
【００８０】
　図８において、ＣＰＵ２０１は、プリンタドライバのページレイアウト指定画面で、縮
小レイアウトで印刷する印刷形態が指定されたか否かを判別する（ステップＳ９０１）。
このステップＳ９０１は、複数ページからなる文書を画像形成装置１に印刷させる場合に
、複数のページを１ページに割り当てて印刷する縮小レイアウトで印刷させる印刷形態か
否か判別する判別手段に対応する。
【００８１】
　ステップＳ９０１の判別の結果、縮小レイアウトが指定されていないときは（ステップ
Ｓ９０１でＮＯ）、ステップＳ９０３に進む。
【００８２】
　一方、ステップＳ９０１の判別の結果、縮小レイアウトが指定されたときは（ステップ
Ｓ９０１でＮＯ）、Ｐ．１のページデータを生成してサムネイル用に印刷ジョブ３０１に
付加する（ステップＳ９０２）。
【００８３】
　続いて、ＣＰＵ２０１は、指定された印刷範囲のページデータを生成し（ステップＳ９
０３）、印刷ジョブを生成し、その印刷ジョブをネットワークインタフェース２０６を介
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して画像形成装置１に送信して（ステップＳ９０４）、本処理を終了する。
【００８４】
　このステップＳ９０４は、複数のページを１ページに割り当てて印刷する縮小レイアウ
トで印刷させる印刷形態と判別された場合に、印刷させるページを示すページデータに、
１ページ目を示すサムネイル用のページデータを付加したページデータを含む印刷ジョブ
を送信する送信手段に対応する。
【００８５】
　この印刷ジョブを受信した画像形成装置１は、図６で説明した印刷ジョブ受信処理を実
行する。
【００８６】
　図９は、図８，６で説明した、情報処理装置２からページレイアウトが指定された場合
の処理を説明するための図である。
【００８７】
　図９では、２ページを１ページに割り当てて印刷する縮小レイアウト（２ｉｎ１）が指
定された場合を例にしている。
【００８８】
　また、図９では、プリンタドライバのページレイアウト指定画面１００１で、２ｉｎ１
が指定された場合に、印刷ジョブ３０１、印刷画像３０２、サムネイル画像３０３がどの
ように生成されるかを示している。
【００８９】
　図９において、印刷形態が縮小レイアウトであるので、図８のステップＳ９０１で肯定
判別される。従って、情報処理装置２のプリンタドライバで生成される印刷ジョブ３０１
は、印刷範囲（１～５ページ）の２ｉｎ１のページデータに加え、サムネイル用にＰ．１
のページデータが付加される。
【００９０】
　画像形成装置１で生成される印刷画像３０２は、サムネイル用のＰ．１と、印刷範囲（
１～５ページ）の２ｉｎ１の印刷画像が生成される。
【００９１】
　画像形成装置１で生成されるサムネイル画像３０３は、図６のステップＳ７０５で、サ
ムネイル用のＰ．１の印刷画像から生成される。しかし、サムネイル用のＰ．１の印刷画
像は、図６のステップＳ７０６でサムネイル画像生成後に削除される。
【００９２】
　以上説明したように、図８，６の処理では、文書の印刷形態に依らず、画像形成装置１
の文書一覧画面５０１には、元文書の１ページ目がサムネイル画像として表示されるので
、ユーザが文書を選択する際の視認性を良くすることができる。
【００９３】
　なお、以上説明した実施の形態において、Ｐ．１のサムネイル用のページデータを付加
するか否かを判別する方法として、別途それを指定する画面を設け、その指定に応じて判
別するようにしてもよい。
【００９４】
　図１０は、図２におけるパネル１１に表示されたサムネイルの指定画面例１１０１を示
す図である。
【００９５】
　図１０において、ラジオボタンをチェックしたときには、Ｐ．１のサムネイル用のペー
ジデータを付加し、そうでない場合には、Ｐ．１のサムネイル用のページデータを付加し
ないようにしてもよい。
【００９６】
　このように、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータが含まれていると判
別され、かつユーザにより文書の１ページ目を示すサムネイル画像を表示しない設定がさ
れている場合には、文書の１ページ目を示すサムネイル用のページデータを用いてサムネ
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イル画像を生成しないようにしてもよい。
【００９７】
　また、画像形成装置１に、サムネイル用のページデータを処理するか否かを切り替える
設定を設け、この設定が有効の場合のみ、図６のステップＳ７０３～Ｓ７０６の処理を行
うようにしても良い。
【００９８】
　このように、文書の１ページ目が含まれていると判別され、かつユーザにより文書の１
ページ目を示すサムネイル画像を表示しない設定がされている場合には、文書の１ページ
目を示すサムネイル用のページデータが付加されない印刷ジョブを送信するようにしても
よい。
【００９９】
　このような切替手段を設けることにより、文書一覧画面５０１に表示するサムネイル画
像を、元文書の先頭ページとするか、印刷範囲の先頭ページとするかをユーザが選択する
ことができ、より視認性が良好で、利便性の高い画像形成システムを提供することができ
る。
【０１００】
　（他の実施の形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
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Ｍ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【０１０１】
１　画像形成装置
２　情報処理装置
１１　パネル
１３　プリンタエンジン
１００　画像形成システム
１０１，２０１　ＣＰＵ
１０３，２０３　ＲＯＭ
１０４，２０４　ＲＡＭ
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