
英語の会 

DUO3.0 復習用CDを 
見出し英文ごとに 
分割する方法！ 

所要時間：３０分～ 

2014/10/12 更新 
(初回up 2011） 
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英語の会 

ＰＲ 
 

英語の会は、暗記に特化した 
英語学習クラスです。 

 

現在、インターネットで 
試験的に無料開催しております。 

 
詳しくは「英語の会」でご検索！ 

2 



英語の会 

この資料の通りに実行すると・・・ 
 
DUO3.0復習ＣＤ（１枚）の内容を： 

 
１．見出し英文ごとの音声ファイルに分割できます。 
 
２．再生速度を倍速まで調整できます。 
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英語の会 

目次 
・準備（p3）  
・CDの取り込み（p30） 
・分割（p43） 
 

・再生スピードを上げる（p60） 
・AAC形式にする（p67） 
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おまけ 

＊pはページ 



英語の会 

準備 

・作業用フォルダの作成 
・分割用ファイルの入手 
・foobar2000のインストール 
・MP3形式で保存する場合 
・AAC形式で保存する場合 
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もちろん、DUO3.0復習用CD
を事前にご購入ください 



英語の会 

準備その１ 
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・作業用フォルダの作成 
・分割用ファイルの入手 
・foobar2000のインストール 
・MP3形式で保存する場合 
・AAC形式で保存する場合 



英語の会 

デスクトップなどに 
[ 作業用フォルダ ]を作ります。 
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英語の会 8 

作業用フォルダ内に 
[ 分割済みフォルダ ]を作ります。 



英語の会 

準備その２ 
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・作業用フォルダの作成 
・分割用ファイルの入手 
・foobar2000のインストール 
・MP3形式で保存する場合 
・AAC形式で保存する場合 



英語の会 

英語の会サイトから分割用ファイルを 
ダウンロードします。 
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英語の会 

入手したZIPファイルを解凍（展開）して 
先ほどの作業用フォルダに入れます。 
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英語の会 

解凍したフォルダの中身は 
このようになっています。 

（バージョンによっては内容が異なるかもしれません。） 
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英語の会 

準備その３ 

13 

・作業用フォルダの作成 
・分割用ファイルの入手 
・foobar2000のインストール 
・MP3形式で保存する場合 
・AAC形式で保存する場合 



英語の会 

英語の会サイトで「基礎用分割に 
必要なファイル」に記載の 

[ foobar2000 ]をクリックします。 
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英語の会 

Downloadタブをクリックして 
Latest stable versionリンクをクリックします。 

（現時点 ver1.3.4) 
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英語の会 

ファイルを保存します。 
（上図はブラウザがfirefoxの場合） 
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英語の会 

保存したファイルを開いて 
「実行」をクリック。 
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ダウンロードしたファ
イルをクリック 

（図はfirefoxの場合） 



英語の会 

上の手順でインストールします。 
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Next agree 

standard 

Next 

Next 

full 

Install Finish 



英語の会 

準備その４ 
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・作業用フォルダの作成 
・分割用ファイルの入手 
・foobar2000のインストール 
・MP3形式で保存する場合 
・AAC形式で保存する場合 



英語の会 

WAV形式のままだとファイルサイズが大きい 

ので、MP3形式へ変換します。 
WAV形式をMP3形式に変換するには無料の 
[ LAMEエンコーダ ]というものが必要です 
次の説明に従ってインストールしてください。 
WAV形式のままでいいよ！という方は、p30『CDからの取り込み』へ。 

MP3形式 
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＊WAV形式だとファイル
サイズが大きい 



英語の会 

英語の会サイトに記載されている 
[ MP3用 LAMEエンコーダ ] を 

クリックします。 

21 



英語の会 

LAMEの最新版をダウンロードします。 
現時点ではLAME 3.99.5でした。 
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英語の会 

ダウンロードして解凍したフォルダごと 
作業用フォルダに入れておきます。 
以上でMP3対応の準備はオシマイ！ 
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英語の会 

準備－おまけ 
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・作業用フォルダの作成 
・分割用ファイルの入手 
・foobar2000のインストール 
・MP3形式で保存したい場合 
・AAC形式で保存したい場合 



英語の会 

Nintendo-DSiでファイルを再生したい場合は、 
WAV形式をAAC形式に変換するための無料 
[Nero AACコーデック]というものが必要に 
なります。Nintendo-DSiなどでファイルを再生 
したい方は、次の説明に従ってインストール 
してください。 

不要な方はp30『CDからの取り込み』へ 

ＡＡＣ形式 
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英語の会 

英語の会サイトの、[ Nero AAC 
コーデック ] をクリックします。 
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英語の会 

[NeroAACCodec-1.5.1.zip] 
をダウンロードして、先ほどの 
作業フォルダに解凍します。 
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英語の会 

なお、NeroAACCodecのフォルダには 
こんなファイルが入ってます。 
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英語の会 

以上でAAC形式対応の準備はオシマイ！ 
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英語の会 

CDからの取り込み 
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英語の会 

さっきインストールした 
foobar2000を起動します。 
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英語の会 

DUOの復習用CDをCDドライブに入れ、 
foobar2000のメニュー [ File ] から 
[ Open audio CD… ] をクリック。 
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英語の会 

CDを入れたドライブを選んで 
[ Rip ] をクリックします。 

33 



英語の会 

foobar ver1.3以降だと上のような 
メッセージが出ますので、 

「No, thanks」をクリックします。 
[注]もしこの画面が出ない場合や、 
間違えてYesを押してしまった場合は 
foobar2000を一度アンインストールし 
てから再インストールしてください。 
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英語の会 

[注意]開いたウィンドウで上のようになって 
いる場合は、P34で選択を間違えています。 
foobar2000を再インストールし、p31から再度 
行ってください。（次のページに続きます） 
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Titleが「CD Track 01」などになっていない 

ここに作者名などが記入されている 

「freedb」などと表示されている 



英語の会 

[ご注意（つづき）] foobarをアンインストール 
する際は、上のような画面が出ますので、 

必ず二つのチェックを入れてから 
アンインストールしてください。 
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二つともチェックを
入れて 

アンインストール 



英語の会 

以上の問題がなければ、右下にある 
[ Proceed to the… ] をクリックします。 
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英語の会 

そのまま [ Convert ] をクリックします。 

38 
ご注意（うまくいかない場合）： 

インストール直後は左のような設定に
なっています。Output formatがWAV

になっていること、ProcessingがNone

になっていることを確認してください。も
し違う場合は、それぞれWAV、None

になるように変更してください。 



英語の会 

取り込み先は 
[作業フォルダ]→ 

[EK_DU30F_20110614]フォルダ 
を選びます。 
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英語の会 

CDからの取り込みが始まります。 
この処理は時間がかかります。 
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英語の会 

取り込みが終わると上のウィンドウが 
表示されます。これは閉じてください。 
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英語の会 

これで、EK_DU30F_20110614フォルダに、 
CDの内容が全て取りこまれました 
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英語の会 

分割！ 
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英語の会 

foobar2000の[ File ]→[ Open ]をクリック 
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英語の会 

上図のようにして順番に①～④を 
実施します。 
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①EK~フォルダを選択 

②Cue Sheetsを
選択 

③表示されるcue

ファイルを全選択
（Ctrl+A） 

④開くをクリック 



英語の会 

一覧が表示され自動的に音声再生されます。 
全選択のまま、[ 右クリック ]で表示される 
メニューから[ Convert ]→[ … ]をクリック 
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英語の会 

このまま[ Convert ]をクリックすると 
WAV形式で分割されます。 

しかしファイルサイズが大きいので、ここでは 
MP3形式に変換する方法を説明します。 

再生速度を上げたい方
はp60へ 

Nintendo DSi向けなどの 
AAC形式で保存したい方
はp67へ 
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英語の会 

[ Output format ]をクリックします 
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英語の会 

MP3(LAME)を選んで、[ Back ]  
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注： 
P22から説明の 
Lameの準備が 
事前に必要です。 



英語の会 

[ Destination ]をクリックして 
設定を確認します。 
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英語の会 51 

[Output style and～]の設定は上のように 
なっているはずですが、もし異なる場合は、 
設定を上と同じにしてください。その際、 

%title%はすべて半角で記入してください。 
[Back]ボタンで戻ります。 

Convert~が選択され、 

Name formatに 

%title% 
と入力されている 



英語の会 

[ Convert ]をクリックします。 
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英語の会 

保存先を聞かれるので、 
最初に作った[ 分割済み ]フォルダ 

を選びます。 
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英語の会 

lame.exeの場所を聞かれるので、準備で 
インストールした[ lame3.99.5 ]フォルダ内の 

 [ lame.exe ]を選び、[ 開く ]をクリックします。 
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英語の会 

自動的に分割処理が始まります。 
ＰＣの処理能力によっては、かなり 
時間がかかることがあります。 
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英語の会 

分割が終わると、こんなウィンドウが出ます 
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英語の会 

[ 分割済み ]フォルダを見ると、 
分割された音声ファイルが 

収納されています 
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英語の会 58 

[ご注意] ここでファイルの名前が上のように 
番号だけなっている場合、P51の設定が正しく 

ありません。その場合は 
[分割済み]フォルダ内のファイルを全て 
削除し、再度P43から行ってください。 



英語の会 

以上でおしまいです 
おつかれさまでした！ 

 
これ以降のページは 
・再生スピードを上げる 

・AAC形式で保存（ニンテンドーDsiなど用） 
方法を説明しています 
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英語の会 

再生スピードを上げる（p47から） 
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英語の会 

p47の画面で 
[ Processing ]をクリックします 
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英語の会 

[ SoundTouch ]を選んで、 
左矢印ボタンをクリック 
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英語の会 

左の欄に入った[ SoundTouch ]を選んで 
[ Configure selected ]をクリック 
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英語の会 

[ Tempo adjust ]のチェックを入れて、 
右のスライドバーでテンポを設定し、[ OK ] 。 

上の図では20%速度アップの設定です。 
100%にすると倍速になります。 

時間効率重視の方には倍速がおススメです。 
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英語の会 

[ Convert ]をクリックして、 
p48からの処理を続けます。 
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英語の会 

なお、スピードアップを解除する場合は、 
[ Processing ]の画面で 
[ SoundTouch ]を選んで 

右矢印をクリックしてください。以上です。 
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英語の会 

AAC形式で分割保存する（p47から） 
（Nintendo-DSiなど用） 

ＡＡＣ 

67 



英語の会 

Nintendo-DSiに入れる場合、Wave形式 
ではダメなので、p47の画面で 

[ Output format ]をクリックします 
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英語の会 

AAC(Nero)を選んで、[ Back ]  
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英語の会 

[ Convert ]をクリックします。 
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英語の会 

保存先を聞かれるので、 
[ 分割済み ] フォルダを選びます。 
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英語の会 

インストールした[NeroAACCodec-1.5.1] 
フォルダ内の [ win32 ]フォルダ内の 
[ neroAacEnc ]を選んで、[ 開く ] 
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英語の会 

自動的に分割処理が始まります。 
あとはp48以降と同じです。 

以上です。 
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注： 
Nintend-DSiの場合、ひとつのフォルダで 
認識できるファイル数は１００個までです。 
それ以上のファイルになる場合、フォルダを 
分ける必要がありますのでご注意ください。 
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１つのフォルダにつき 

１００ファイルまで 
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Thank you! 


