ディム・ディム

詳しい製品情報の窓口

上手く使えないのは何故？ そんな時にこの手引きご覧下さい

dim.dim.

はじめに

静かなリコーダーの
手引き

お蔭さまで,発売以来、多くの皆さまにご使用いただき、心から感謝申し上げま
す。
リコーダーは学校の教材でもあり、大変多くの方に愛されている楽器です。
しかし、普通に吹くと90デシベルほどの音の大きさがあり、
この音量で練習が
むずかしいご家庭は多いだろうと思いました。 私もそれを理由にわが子の練
習を制限することにストレスを感じていました。 開発を始めた当時は、木管
楽器は管体に穴が多く、消音機を作るのは不可能であると言われておりました
が、今のdim.dim.（ディム・ディム）の形にたどり着きました。
現在、子どもたちだけでなく、大人の方や、演奏家の先生方にも使っていただい
ており、
ご使用についての感想や、質問、他に新たな使用方法を教えていただく
機会も出来ました。 こうした使い方についての情報を、製品と共にお届けし
たいと思い、
この手引きを作りました。 「上手く使えないのは何故？」そんな時
にこの手引きをご覧下さい。

dim.dim.（ディム・ディム）
という道具を使いこなそう。

「ためしてみよう」
では、
「起（お）きていること」を原因（げんいん）
で分（わ）け、
その改善（かいぜん）のためにしていただきたいことを
「ためす」にまとめまし
た。

KOTORI楽器

https://kotorigakki.com
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-4-16
目黒Ｇビル７Ｆ

では、
リコーダーの音が出るしくみや、dim.dim.（ディム・ディム）
で音が
「知る」
小さくなるしくみ、
リコーダーに取（と）
り付ける時（とき）のポイントや、演奏（え
んそう）のコツなどものせています。 「知る」
ことで、dim.dim.（ディム・ディム）
を効果的（こうかてき）に使（つか）
うための、ヒントにしていただきたいことを
書（か）きました。

TEL : 03-6356-7418

＊都合により、住所、電話番号、名称
が変更になることがございますので
予めご了承下さい。

この手引きで、対象（たいしょう）の

dim.dim. の製品ライン

dim.dim.school

ディム・ディム・スクール

ホルダーの

ベルトの

材質（ざいしつ） 厚（あつ）み

使用できるリコーダーの材質
プラスチック製

木

スポンジの交換方法

（こうかんほうほう）

dim.dim.（ディム・ディム）は、
リコーダーの音の大きさを小さくする
「道具（どう
ぐ）」
です。 「道具（どうぐ）」は、使い方で、効果（こうか）が変わってきます。
同じリコーダーでも、演奏（えんそう）する人の吹き方で様々
（さまざま）な音色
（ねいろ）になるように、dim.dim.（ディム・ディム）
でも使（つか）い方の違（ちが
）いで同じことが起（お）
こります。 そうした問題（もんだい）
を、
この手引きで
は、2つの方法（ほうほう）
で改善（かいぜん）
できるように、
ご案内（あんない）
し
ています。

コソ錬くん

この度（たび）は、dim.dim. をお買
い上げ下さいまして、ありがとうご
ざいます。
KOTORI 楽器（ことりがっき）のホー
ムページでは、dim.dim. の使用方法
（しようほうほう）や、 良くいただ
くご質問への解答（かいとう）をご
覧（らん）いただけるページなども
ございます。尚（なお）、スポンジ交
換（こうかん）についても別（べつ）
のページでご案内（あんない）して
おります。

製

についての情報（じょ
うほう）は、
コチラから→

https://kotorigakki.com/sponge.html
dim.dim. の使用方法

（しようほうほう）、
Q & A（しつもんと

かいとう）のコーナー
は、 コチラから→

https://kotorigakki.com/goods.html#kinou
品質（ひんしつ）には万全（ばんぜん）

を期（き）しておりますが、万一不都合（ま
んがいちふつごう）がございましたらお買
い上げのお店、又はホームページ内のご

相談窓口（そうだんまどぐち）までご連絡

（れんらく）ください。

リコーダーサイズ別のdim.dim.があるもの
ソプラノ用＊

アルト用

テナー用

プラスチック

2.0mm

〇

✕

〇

〇

☓

dim.dim.standard

ディム・ディム・スタンダード

プラスチック

1.8mmi以下

〇

✕

〇

〇

〇

dim.dim.premium

ディム・ディム・プレミアム

エラストマー

1.8mmi以下

〇

〇

〇

〇

〇

2020年7月現在の取扱い製品です。

*ソプラノ用は、
ソプラニーノにも使うことができる場合（ばあい）があります。

ためしてみる

静かなリコーダーの手引き

主（おも）な原因（げんいん）はたった2つ、多くの「起（お）きていること」はどちらかで改善（かいぜん）
します。

原 因

取り付け方、
スポンジのよじれ

起きていること 音がきたない
音が小さくならない
「ピー」
という高い音が出る
低い「ド」が出しにくい→裏にコツ
取り付けのやり直し、
スポンジが
す よじれたりせずに窓部（まどぶ）
め
た
に入っているか確（たし）かめる

原 因 息が強すぎる、
スポンジを意識（いしき）
しすぎてしまう

という高い音が出る
起きていること 息苦（ぐる）
しい 「ピー」
いっしょうけんめいに吹
（ふ）
こうとするほど吹きにくい
強（つよ）
く息を入れているのに音が出ない 音が出しにくい
音がきたない

低い「ド」が出しにくい→裏（うら）にコツ

基本の息「あたたかい息、シャボン玉（だま）を大きくふくら
す
ため ませるときの息」をほんの少し長めに入れる。
コツがつかめたら、高い音に挑戦（ちょうせん）
しましょう。

知

静かなリコーダーの手引き

る

ディム・ディム

リコーダーの音が出るしくみと、音を小さくするdim.dim.のしくみ

小さくなったジェット
スポンジ

を使用
dim.dim.
音が小さくなる
しくみ

空気の振動（しんどう）

ジェット
エッジ

音の出るしくみ

カルマン渦（うず）

リコーダーの音は、細（ほそ）いウィンドウェイを通（とお）
った空気（くうき）がエ
ッジに当（あ）たり、
ジェットという空気（くうき）の流れになります。 この勢（い
きお）いよく出てきたジェットが動（うご）いていない前（まえ）にある空気（くう
き）
とぶつかって、
カルマン渦（うず）ができます。 そして、
カルマン渦（うず）
と
ジェットが空気（くうき）を強（つよ）
く振動（しんどう）
させて、
リコーダーの筒（つ
つ）
と響（ひびき）
き合って音が出ます。
（上のリコーダー図）
下のリコーダー図は、dim.dim.のスポンジで、エッジに当（あ）たるジェットをコ
ントロールして音を小さくする様子（ようす）
です。 スポンジが小さな窓部（ま
どぶ）にどう入るかで、空気（くうき）の流（なが）れが僅かに変（か）わります。
その変化（へんか）が繊細（せんさい）な音に影響（えいきょう）
します。

もっと丈夫なスポンジ、強い接着剤をというご要望について

リコーダーは多くのお子さまも手にする楽器です。 スポンジの種類（しゅるい
）、強い接着剤（せっちゃくざい）は、お客（きゃく）
さまの健康（けんこう）を害（が
い）する可能性（かのうせい）がありますので、弊社（へいしゃ）
では使用（しよう
）いたしません。 尚（なお）、
スポンジの交換（こうかん）
と接着位置（せっちゃく
いち）の調整（ちょうせい）や、お手入れをご自分で行っていただくことを考慮（
こうりょ）
しての接着力（せっちゃくりょく）
でもあります。 そして、
スポンジの柔
（やわ）
らかさは、デリケートなリコーダーのラビュームやエッジに、
ダメージを
与（あた）
えないためですので、
ご理解（りかい）下さいますよう、
よろしくお願（
ねが）いいたします。

dim.dim.の使うと起（お）
きることの原因（げんいん）
①音を小さくすると、途中から音程（おんてい）が下がる。
左の図のようにエッジに当たる空気を調整（ちょうせい）することで、
リコー
ダーの音を小さくすると、
ジェットの勢いが減り、空気のスピードも遅（おそ）
くなります。 それが、
カルマン渦（うず）や空気の振動（しんどう）へと順番（
じゅんばん）に影響（えいきょう）
して、音の高さが少し低（ひく）
くなります。
②なんとなく、詰（つ）
まった感じがして吹（ふ）きにくい。
スポンジには、見えませんが、中には元（もと）からの空気があります。 吹（
ふ）いたときに感（かん）
じる息（いき）の入れにくさは、
スポンジそのものと
いうよりは、前（まえ）から入っている空気（くうき）によるものです。 息を強
く早く入れようとするほど、中の空気が抵抗して更に吹きにくくなります。こ
のスポンジの中の空気（くうき）を、音を出す時（とき）に始（はじ）めに使（つ
か）
うと、吹（ふ）きにくさを減（へ）
らすことができます。 下の「リコーダーの
基本（きほん）の吹（ふ）き方」をご覧（らん）
ください。
③低い音や、高い音が出しにくい。 （②と同じ方法で改善（かいぜん））
低い音は、
リコーダーの管の長さを一番使うので普通（ふつう）
でも難（むず
か）
しいものです。 dim.dim.で音を小さくすると、難（むずか）
しくなる理由（
りゆう）は、
リコーダーの音を小さくすると左図のように振動（しんどう）その
ものが小さくなります。 その振動（しんどう）を長く伝（つた）
えなければな
らないからです。 高い音はスポンジによって早い息が通りにくいからです。

ホルダーとベルトの材質（ざいしつ）
と役目（やくめ）について

スポンジの効果（こうか）を最（もっと）
も出せるようにするのが、ホルダーと
ベルトの役目（やくめ）
です。 小さなラビュームや窓部（まどぶ）に当たるス
ポンジの、角度やつぶし加減をちょっと変えただけで、音に大きな変化が変
化が ります。 この製品（せいひん）
ラインのホルダーの特徴（とくちょう）
は、付（つ）け外（はず）
しがしやすく、ホルダーの窓（まど）
でスポンジの状態
（じょうたい）を目で確認（かくにん）
しながら調整（ちょうせい）ができること
です。 弊社のひもで付けるタイプのものより、立体的（りったいてき）に音
を好（この）みに合わせることができます。 同じ形（かたち）、同じ機能（き
のう）のものでも、材質（ざいしつ）の違（ちが）いによって、調整（ちょうせい）
の加減（かげん）や出る音には、違（ちが）いが出（で）
てきます。楽器も材質（
ざいしつ）によって音が変わりますが、消音器（しょうおんき）や弱音器（じゃ
くおんき）にも同（おな）
じことが当（あ）
てはまります。

重 要

取り付け方のポイント

①始めのスポンジの位置（いち）が大切です。１の写真（しゃしん）
のように窓部（まどぶ）
とラビュームに、
スポンジの角（かど）が入る
ようにします。取り付けが終（お）わるまで、
スポンジがズレたりよじ
れたりしないように注意（ちゅうい）
しましょう。

dim.dim.
取り付け方

②締（し）め加減（かげん）は、ホルダーの上下がリコーダーに同じ
くらいに触（ふ）れていて、
グラつきが無くスライドが出来るくらい
です。キツ過（す）ぎると音の調整（ちょうせい）がしにくくなり、ゆる
過（す）ぎるとピーという高い音が出る原因（げんいん）になります。
③適度（てきど）に締（し）めた後（あと）、小鳥のマークの上を親指（
おやゆび）
で軽（かる）
く押（お）
して、
リコーダーにスポンジがピッ
タリつくようにします。 良くない音がするときは外（はず）
してベ
ルトをまっすぐにととのえてから、付け直（なお）
しをしましょう。

重 要

リコーダーの基本の吹き方

dim.dim.を使（つか）
っているときでも、基本（きほん）はあまり変（か）わりません。 むしろ、絶
対（ぜったい）にしてはいけないのはスポンジを変（へん）に意識（いしき）
して強い息（いき）
で
吹（ふ）
くことです。 基本（きほん）の正しい姿勢（しせい）
で、唇（くちびる）に力を入れすぎな
いようにくわえて、吹（ふ）きます。 「シャボン玉を大きくふくらますときのような、やさしい息（
いき）」
とか「暖（あたた）かい息（いき）」
というふうに習（なら）
った方（かた）が多いのではない
でしょうか。 dim.dim.を付けたときでも、
この基本（きほん）の吹（ふ）き方（かた）を守（まも）
って、やさしい、おそい息をすこし長めに吹（ふ）
くイメージです。 息（いき）をスポンジに通し
て、その向（む）
こうにあるエッジに丁寧（ていねい）に息（いき）
を当（あ）
てるということなので
す。 dim.dim.を使（つか）
うと起（お）
こることの原因 ②なんとなく、詰（つ）
まった感じがして
吹（ふ）きにくい。の改善（かいぜん）にもなります。 音を小さくしても良い音を保（たも）
って、
使（つか）いたいとき
（弱音器として使用されている方）のテクニックでもあります。

低い「ド♪」を出したい（ソプラノ・リコーダー）
dim.dim.を付けると更（さら）に難（むず）
しくなりますが、

dim.dim.で練習（れんしゅう）することで、
「暖かい息」
「優しい息」
という基本（いほん）の吹（ふ）き方（かた）
を、習得（しゅうとく）す
ることによって、
「♪ド」の出し方をマスターする近道（ちかみち）
になります。 エッジの先より、すこし筒（つつ）の内側（うちがさ）
に息が当（あ）たるようにするとよく音が響（ひび）きます。
いったんコツがつかめれば、強い息（いき）
でも吹（ふ）けるよう
になります。 全部（ぜんぶ）の穴（あな）を指（ゆび）
で押さえる
運指（うんし）は難（むず）
しいかもしれませんが、dim.dim.がある
ので音の大きさを気にせず、何度（なんど）
も練習（れんしゅう）
し
てください。 タッピングで確認（かくにん）
してみましょう。

