
"ソングのリズムトラック「アライブドラミ
ングから - レビューとの比較

ソングのリズムトラック

 - リズムは、あなたの曲を追跡します。 

「ソングのリズムトラック」モバイルミュージシャンの App です 

提供 生産準備 Apple の iOS の App Store で利用可能になりましだ

リズミカルなバッキング

アライブドラミング もたらします それは最も便利なフォームので

ミュージシャンの生産品質のリズミカルなバッキングは、 - モバイ

ルアプリは、「アライブドラミングの選択、ダウンロードして再生

しますソングのリズムトラック」。

ソングのリズムトラック リズミカルなバッキングで完全に構成

さバッキングトラックの新しいタイプ（無メロディーやハーモ

ニー）別名、それは「SongForm だ曲の音楽の形に配置されて

いますi」。 

これらのトラックは何に似て完全な公演です 1 期待します S プ

ロのドラマーから。彼らは、カウントイン、導入部は、複数の

コーラスや特性語尾、すべての音楽セクションの開始と終了を

描くために塗りつぶしで囲まれています。モバイル製品設計強

調典型的なアレンジャーのインターフェイスは、それによって

インターフェースをシンプルに保つことなく配置のこのレベル

を提供します。一つは、トラックを選択することができますに 

30 秒の下で、一回 15 秒の下で 1 取得する S それのこつ。

T 彼の App は、いくつかの正確なテンポの変化とあなたのギグ

やジャムセッションのためのトラックを配列決定する基本的な

セットリスト機能を持つプレーヤーが含まれています。それで

すによって使われた すべての能力のミュージシャン。 NEW ミ

ュージシャン つかいます アプリ に 彼らは最初から時間を維



持し、魅力と感動のリズムの恩恵を受けることを学ぶように歌に共感のリズムで曲に伴奏を提供しま

す。 Gigging ミュージシャンカタログ セットリストに自分のバッキング そして パフォーマンスを

導くためにそれを使用。 HAVING 品質リズミカルなバッキング、セットリストの施設やミュージシ

ャンのプレーヤーと、 すべて      1      つのアプリで   ですので、便利な 1 は、自分がより多くのリズミカル

なバッキングを使用して検索します。

「ミュージシャンのプレーヤー」： ワット帽子のこと？自動的に画面を暗く一つ、再生されますバッ

クグラウンドで、良いサイズのボタンがあり、デバイスの物理的なボタンで音量を変更することがで

きます。はい、そのすべてが、また、このプレーヤーディスプレイ などのトラックの演奏形態

「STD の 32 小節の 4 人のコーラス。AABA 形式（8|8/8|8）なしイントロ」と

4-バーで終わります」、および視覚追跡を提供 この反対それが果たしているとして。これはた

だ 情報のミュージシャンは、彼らはトラックを再生しようとしている直前にしたいです。 私彼らは

少しその場所を失い始める f を 彼らが遊んでいる間、ディスプレイでチラッ可能性が高い」、それら

を取り戻すだろうトラック上"もう一度。

（千）と無限から選択するリズムの膨大な数があります ミュージカル F あなたのための ORM 曲。要

求されたら、ダウンロードは、それが再生するためにお使いのデバイス上にある前に到着するまでに

数分かかることがあります。アライブドラミングは、彼らが iTunes のファイル共有を使用してコンピ

ュータに転送し、それを含めることができるようにトラックをリミックスするためのユーザー権限を

付与しますユーザーの 独自の組成物およびアルバムのリリース。

何セット ソングのリズムトラック 離れて？

シーケンシングオーバー 1.選択： 選択の選択 Sオング」SF 名前で ORM、または 或いは シーケン

シング インターフェースを提供する上で、スティックの表記を使用することにより、以前に見られ・

ていない技術革新と、このアプリケーションにその文字を与えてくれるものです。それが意味します s
のもの ミュージシャン ニーズ 曲の音楽の形を知って、 これは、彼らはそれを理解していない場合

は確かに、彼らも行う必要があります。 A ミュージシャンは、ネーミングに精通していない可能性が

あります スキーム SongForm 名を使用した場合、使用されるが、アプリケーションされています、 

ALSO 提供 S と説明 スティック表記ので、1 が選択したときに、「32 バー AABA」、 それ さ

んは「として表示されますSTD の 32 小節。AABA 形式（8|8/8|8）」。 SongForm 上アラ

イブドラミングのウェブサイト上のリソースがたくさんあります。 実際には、SongForm 名は全く使

用されている必要はなく、1 はまた、「選択することができます8 | 8/8 | 8」と get 非常に 表示され

た同じ説明、「STD の 32 小節。AABA 形式（8|8/8|8）」。 ザ  アプリ さらに 以下の・

ための柔軟な機能を提供 A ミュージシャンの 「使って曲の形式の独自の定義スティック表記ii」例え

ば「8 |4/8|6」、を可能に 非常に複雑な、ユーザー定義のフォーム。 さらに、 アプリケーションも

含まれ 曲を共有します 施設、あなたの歌は、その SongForm を持っていたので、もし 次のことがで

きるようになります前に、共有 調べる その名前を入力した後、虫眼鏡の検索ボタンを押して、。

2.完全、生産対応のトラックではなく、ドラムループに焦点を当て：アライブドラミングは、シーケン

シング インターフェースを提供していないので、何のドラムループはありません。代わりに、指定・

するための簡単な選択インタフェース（I）があります曲のフォームおよび（ii）のリズム。このクリ

ーンなインターフェイスを保ちます。それですどちらか まったく終わることのないまたは何に通じカ

ウントインからの完全なトラック。ループであってもプレーヤーのインターフェイスで提供されてい

ません。 私トンの明確なそのすべての方法このアプリはおよそです に実行します 高品質、完全、生

産対応のトラック。これは、プロのミュージシャンや目の肥えたアマチュアのためです。それは、お

もちゃではありませんしかし それ した グラム私私たちは長い時間に持っていた最も楽しい VE の。



3.これは、クライアントサーバソリューションです：アライブドラミングのバックエンドサーバー 行

う シーケンシングおよびオーディオ制作、完成を実現 トンモバイルデバイスにラック。これは、他

のアプリで撮影したアプローチではありませんどこ すべて あります アプリ内で、いずれかを使用し

て オーダーメイドループや iOS の」一般的な MIDI サウンドを使用して。この平均値 S アライブドラ

ミングさん ソリューションは、トンを持っています彼は、ユーザー 待つ ING ダウンロードが完了す

るのが、この 許可証はありません 高品質で、サーバからのオーディオトラックの大きい選択。

パフォーマンスへの選択から 4 音楽家フレンドリーなインターフェイス：最後に、全体のユーザー体

験は "演奏やさしい」テーブルやピッカーではなく、難解な設計およびシーケンシングのインターフ

ェースなどの標準の iOS の機能を採用する。これは、ミュージシャンのためのミュージシャンによっ

て設計されています 使用するのは簡単であることを。ました直截 トラックを指定するためのインタ

フェースは、ミュージシャンにとって重要です トンので、ちょっと新しいトラックのすべての時間を

再生していると、再生時のシーケンスドラムループを無駄にしたくな

い - そう 本当これは、 私は、シーケンスのドラムループを決してし

ないミュージシャンの大半を疑うこと - それはあまりにも多くの努力

です そして、多くの場合、あまりにも少ない報酬で。しかし、あなた

の次のトラックを指定するために 15 秒を取ります素晴らしいサウン

ドのバッキングを取得します 全く別の見通しです。 

それは同じだ とミュージシャンに優しいアプローチ プレイヤー。こ

こでも、それはミュージシャンにとって重要な、かどうか プレイヤー

が使いやすいことを、実行したり練習 - 大きなボタンを読んで - とヘ
クタールヴィング インクルード 断面 表示されたトラックの構造 の

代わりに アルバムカバー 以前よりもずっと便利です。 最後に、ミュ

ージシャンはプレイヤーと統合セットリストの設備を必要としていま

す。 彼らは、複数の間で、トラックの追加と削除、彼らのトラックを

注文できるようにする必要があります セットリストを。 これらは、

そのコア機能です 差別化 ミュージシャンの 一般的な音楽リスナーと

ニーズ。 ミュージシャンが準備し、練習とのセットリストを実行する

ためにこれらのすべての側面は、このアプリケーションが死んで簡単

に組み合わせます これらのトラック。

どのように行います ソングのリズムトラック 競争
と比較？

これは、そこにアプリケーションの非常に新しいタイプのですが、 あります 比較 に 歌のリズムを

追跡します。 これらの選択肢を考えてみましょう。 

（私） ハイ同様 品質 オーディオ、 トータル 柔軟性、高いです 購入 価格、あまり利便性： 調達

および高品質の伴奏を作成するために、プロのミュージシャンのための洗練されたワークステーショ

ンのツールを学びます。これは持っています同様の 間違いなく、より多くの機能と柔軟性が、と素晴

らしいオーディオ品質は、かなり時間がかかります いう 30 分の周りに、シーケンスソフトを使用し

て新しいトラックを作成するには、オーディオをレンダリングし、タグ それそして、練習演奏や、ア

ップルの「ミュージック」アプリとして標準の音楽プレーヤーを使用して実行するためのモバイルデ

バイスに転送します。あなたは、組成の機能と柔軟性を得るが、利便性に失う - 特にセットリストと

プレーヤーに。

（ⅱ） 下 品質、低価格、さまざまな利便性： モバイルドラミングアプリを採用。 機能や施設へな

ど多様の多いドラミングアプリの非常に様々なものがあります。彼らは一般的に安価であるが、「同

じように配信しません。ここに それらであります 多分 近くにあります R へ SongForm リズムトラ

ック 使用事例：



セッションバンドドラム： このアプリは、同様の命題を目指して - 
との良好な品質のドラムの支持を モバイルインターフェースは、

私はそれは、（i）真の高品質なリズミカルな伴奏と、（ii）の便利

なインターフェイスの両方を提供する上で足りない感じ。ユーザー

インターフェースは、タスクに特有の視覚的な塩基配列に基づいて

います。これは、ワークステーションベースのシーケンサーを使用

した、モバイルデバイスへの転送に改善されているが、私は疑いま

すまだあまりにも複雑であるため、 まだ多くのミュージシャンの

ための参入障壁になります。 一つは、トラックの配列を決定する

ために持っているように、私トン あります 間違いなく、より扱い

にくく、より使い遅く ソングのリズムトラック。また、本当のセ

ットリスト機能がないと、述べたように、私はそれは魅力的、現実

的なドラミングに十分提供しないと思います。それはありますにも

かかわらず かなり安価ソングのリズムトラックその トラックに低

い初期コストと制限なしで、あなたはシーケンスすることができま

す。

iRealPro： これは、当然人気のアプリです であるがおそらく通常

はリズムのみの伴奏の観点から考えられていません。これは、管理

セットリストの偉大な仕事をして USER-を持っています貢献多く

の場合、曲を準備することを意味曲のライブラリは非常に効率的で

す。その強さは、フルを得ることですマルチインストゥルメント 

曲が進むにつれて追跡されている曲のオンスクリーン鉛シートを完

備し、よく知られた曲の伴奏（リズムとハーモニー）。それはおそらく、ミディ テクノロジーに基・
づいており、ミックスのバランスを取るために良い施設を提供しています。このミックスは、リズム

パートだけを持つように調整することができます。 

iRealPro その価格のために良い品質を持っています しかしトンここから選択する多くのリズムでは

ありません。 ありますこします。ここでも、オーディオ 品質は本当にありません。 私トンの印象的

なことに遭遇したが、何度も同じループを聞いすると、光沢を失いながら、後の最初の。 それだけの

ように完全な「コンボ」のではなく、リズム伴奏を演奏する場合、これは」特にそうです S より印象

的に聞こえますより完全なミックスでリズム トラックのみ。なぜ、このリズミカルなオーディオは・

に比べて不足していますソングのリズムトラック？ iRealPro アプリケーションは、オーディオルー

プの限定コレクションです。私は、同じリズムの異なるテンポのために使用されている別のループを

聞くことができません。私は聞いていませんインクルード ドラミングが生きてくるなり、1 がでない

ように私は本当に偉大なドラミングが聞こえない人のバリエーション 歌のリズム トラック。 iR の

ealPro 新しい曲を学ぶ支援する安価なツールのための素晴らしいを得ています。 ソングのリズムト

ラック 本当にさまざまな市場で果たしています。 これは、学習の曲よりも高品質なリズミカルな伴

奏の多種多様に演奏の楽しさについての詳細です。 

便利なインターフェイスを備えた高品質なリズムバッキングを検討する際に、他のモバイルベースの

アプリ何も大幅に新しいがあります。 Songster のライバルであります iRealPro わずかに異なる市

場と同様の結果と。他にも太鼓の特定のアプリがありますが、それらはすべてのリアリズム、興奮と

幅を供給するという点で落ちますソングリズムトラックの オーディオ品質 達成 D ことで、サーバー

ベース。何務めたのは、エンドユーザーに配信される前に、最適に配列決定し、音響エンジニアリン

グ、すでに完全な高品質のトラックです。配列決定またはオーディオエンジニアリングんが、モバイ

ルアプリケーションで発生しません。私 t は単に、要求を選択し、 そして、果たしています トラッ

ク S。



結論

ソングのリズムトラック 本当に高品質なリズムバッキングのため

のクラスの行為です。あなたはこれらのバックトラックの疲れを取

得するつもりはありません。あなたは何を配列しているつもりはあ

りません。あなたはプレーヤーとセットリストのユーザー インタ・
フェースが奨励することを見つけることができます続け つかいま

す。あなたはより多くの曲の形に感謝し得るでしょうし、あなた自

身のシングルやアルバムのリリースにこれらのトラックが含まれる

場合があります。モバイル太鼓アプリで以前の経験によって延期さ

れないでください。これは違うものです。

あなたは、ジャミング、新しい曲を学ぶギグか、あなたの最新アル

バムを切断されているかどうか、このアプリは、ソリューションを

提供します。 

オーディオのサンプルをチェックアウトするには http://alive-
drumming.org/sample-audio-files/でアライブドラミングのサンプ

ル ページを見てみましょう・

SongForm リズムトラックの興味深いバックストーリーについて

http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-
music/で、「ポピュラー音楽と実践におけるリズムのプライマシ

ー」のポストをチェックアウト

https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8 で Apple の App Store でアプリ

をダウンロード



i 「SongForm」アライブドラミングのを指し、 歌の組成構造のドラマーの視点から撮影した曲の形態の
同定。 そのような 12 バーブルース、32 バー AABA、アライブドラミングの紹介などの一般的な形式の
名前を採用する付加的で その代替 スティック表記 曲の形式を記述します。 スティック表記 'は、単

に垂直バーによって分離されたバーのセクションの長さのリストであります|「または傾斜バー」/"場合
は、次のセクションでは、橋です。 

ii 「スティック表記スティック 『」で区切られた、バーに音楽セクションの長さを与えることによって、

フォームを記載しています』。 スティック 'は垂直バーです|「または傾斜バー」/"場合は、次のセクシ

ョンでは、橋です。 
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