
オーディオ実験室収載 

 

FIDATA HFAS1-S10 の活用(23) 

―ファームウェア―と fidata Music アプリのバージョンアップ(1)― 

 

１．はじめに 

 IO データ機器から FIDATA HFAS1-S10 のファームウェア―と fidata Music

アプリのバージョンアップに関する発表がありました。まずは、その情報収集を行

いました。 

 

２．解説記事 

１）PhileWeb 記事 

「操作性も向上 アイ・オー、fidata や Soundgenic のオーディオ NAS 機能強化。

DSD 22.5MHz 対応」など 

https://www.phileweb.com/news/audio/201808/06/20049.html 

編集部：押野 由宇 

2018 年 08 月 06 日 

アイ・オー・データ機器は、オーディオブランド「fidata」のネットワークオーデ

ィオサーバー「HFAS1」シリーズや、「Soundgenic」シリーズの操作アプリ

「fidata Music App」、および本体ファームウェアをバージョンアップした。 

今回のアップデートでは、ポータブルオーディオプレーヤーなどの USB マススト

レージ機器への転送機能を強化。従来から転送自体には対応していたが、通常のサ

ーバー曲選択ペインから、ロングタップもしくはメニュー呼び出しといった、より

簡単な操作で転送が行えるようになった。 

https://www.phileweb.com/news/audio/201808/06/20049.html


 

ポータブルオーディオプレーヤーへの転送イメージ 

また新たに、exFAT 対応およびマルチストレージデバイス対応（最大 3 デバイス）

により、マルチストレージ仕様のポータブルオーディオプレーヤーの内蔵メモリ

ー、SD カード（SDXC カードを含む）に転送することが可能となる。 

そして音楽出版社の CD データベースと連携したアルバム情報・アーティスト情報

表示機能から、アルバムの検索操作により、音源配信サイト 「e-onkyo music」お

よび「mora」のウェブ画面を表示し、試聴操作を行うことで、fidata HFAS1 およ

び Soundgenic に接続された USB-DAC を経由し、購入前の試聴を行うことが可能

になった。 

加えて、USB-DAC での DSD 再生機能では、従来の DoP に加え DSD 用マーカー

を利用せずに転送する「DirectDSD」を新たにサポート。よりレートの高い DSD

データを転送可能となり、最大 DSD 22.5MHz への対応を実現する。 

https://www.phileweb.com/news/audio/image.php?id=20049&row=0


 

DirectDSD をサポート 

また、従来 DoP では対応していなかった、DSD11.2MHz 対応の USB-DAC におい

ても、DirectDSD によって再生対応できる機種が拡大した。 

ほか、fidata Music App に新たに搭載される「CD リッピング UI」により、リッピ

ング前のメタ情報編集や選択した曲だけの取り込み、進捗状況の表示など利便性を

大幅に向上させている。 

そのほかの細かな改善事項に関してはこちらから確認できる。 

註：対象は fidata ではありませんが、同様のファームウェアの更新が行われた

Soundgenic のファームウェアについての解説が下記に掲載されています。 

    https://www.phileweb.com/review/article/201809/18/3165.html 

２）Stereo Sound Online 記事 

I-O DATA、オーディオサーバー「fidata」「Soundgenic」用再生アプリ「fidata 

Music App」の最新版を公開。PC レスで DAP に音源ファイルを転送可能に 

2018-08-06 

https://online.stereosound.co.jp/_ct/17195579 

アイ・オー・データ機器は、オーディオブランド fidata（フィダータ）のネットワ

ークオーディオサーバー「HFAS1」シリーズおよび、同社「Soundgenic」シリー

ズ向けのコントロールアプリ「fidata Music App」の操作性の改善や機能追加など

を施したバージョン 1.1.0 の提供を開始した。なお、本アプリの機能を全て利用す

るには、本体のファームウェアを同時公開された最新バージョン（HFAS1 シリー

ズは Ver 1.6.0、Soundgenic シリーズは Ver.1.10）にアップデートする必要があ

る。 

http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm?utm_source=iomail180806
https://www.phileweb.com/review/article/201809/18/3165.html
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17195579?tg=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17195579?tg=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17195579?tg=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17195579
https://www.phileweb.com/news/audio/image.php?id=20049&row=1


   

「fidata Music App」iPad 版の画面イメージ 

 今回のアップデートで追加された主な機能は以下となる。 

１）ポータブルオーディオプレーヤー（DAP）などの USB マスストレージ機器に

転送 

本機能により、fidata Music App を使って簡単な操作での USB 機器への楽曲転送

を行なえる。加えて exFAT 対応およびマルチストレージデバイス対応（最大 3 デ

バイス）により、マルチストレージ仕様の携帯オーディオプレーヤーの内蔵メモリ

ーや SD カード（SDXC カードを含む）に転送することが可能となった。 

２）アプリからハイレゾ等の音源配信サイト「e-onkyo music」「mora」で楽曲が

検索できる 

音楽出版社 CD データベースと連携したアルバム情報・アーティスト情報表示機能

を使った際に、外部のハイレゾ等の音源配信サイト（e-onkyo music と mora）と連

結して表示できる。さらに外部サイトの試聴音源を、fidata HFAS1/Soundgenic に

接続された USB-DAC を経由して、購入前の試聴が可能となった。音質は配信サイ

トが提供する試聴コンテンツのフォーマットになる。 

３）「DirectDSD」を新たにサポートし、最大 DSD 22.5MHz に対応 

USB DAC を使った DSD 再生機能を拡充した。従来の DoP（DSD Over PCM）方

式に加えて、DSD 用マーカーを利用せずに転送する「DirectDSD」を新たにサポー

トした。USB DAC 側の仕様にも依存するが、最大 DSD22.5MHz に対応可能とな

ったほか、DoP 方式ではサポートしていなかった DSD11.2MHz 対応の USB-DAC

でも再生対応できる機種が拡大するという。 

４）新機能「CD リッピング UI」の搭載 

アプリに追加された新機能「CD リッピング UI」により、リッピング前のメタ情報

編集や選択した曲だけの取り込み、進捗状況の表示を実現。CD からのデータ取り

込み時の利便性を大幅に向上させた。 

 そのほか、機能改善等も同時に実施している。詳細は下記の通り。 

ローカルプレイリスト 

・オンデバイスプレイリストからローカルプレイリストに対して、上書き保存に対 



応 

・ローカルプレイリストの条件を指定して検索においてリリース年での絞り込み検

索に対応 

再生動作表示関連 

・USB DAC 再生において、フッター中央部に表示される再生時のレンダラーオー

ディオ形式表示について、Direct DSD 動作時は「DSD」、DoP 動作時は「DSD

（DoP）」と表示するように変更 

・フッター中央部に表示される再生時のレンダラーオーディオ形式表示について、 

AAC と ALAC を区別して表示するように変更 

ファイル操作関連 

・ファイル操作アイコンを常時表示する仕様に変更 

・長いファイル名の場合拡張子が判定できるように仕様変更 

・同一ペイン内でのファイルのフォルダーへの移動に対応 

・フォルダー作成時に名前をつけるダイアログ表示に対応 

・ファイル操作 UI 起動時に、初期表示階層を変更⇒ 左ペインは、サーバーの 

contents フォルダー配下、右ペインは、サーバーを表示する 

・ファイル転送中も、楽曲操作画面に戻れる仕様に変更 

サーバーペイン関連 

・サーバーのアートワーク情報などをキャッシュする仕様に変更 

・スワイプ操作で上位階層に戻れる仕様を追加 

・コンテンツ数表示の文字色を変更 

・ロングタップ時のアクションメニュー（新しく再生・今すぐ再生・次の曲に追

加・最後の曲に追加）にアイコンを追加 

・サーバーアイコンの高画質化に対応（fidata／Soundgenic のみ） 

プレイリストペイン関連 

・プレイリスト画面において、OpenHome／DMR モードの表示に対応 

・追加ルールの「new（新しく再生）」において、1 曲選択に前後のアルバム楽曲

も一緒にプレイリストに登録する仕様に変更 

・m4a コンテンツのコーデック表記について、AAC と ALAC を区別して表示する

ように変更 

・メタデータから MQA と認識できたコンテンツはコーデック表記を MQA と表示

するように変更 

CDjournal 表示関連 

・CD メタ情報選択時のリストフォントサイズ変更（通常サイズと一致させ、シス 

テムフォントサイズに連動） 



その他 

・オンデバイスプレイリストの楽曲追加や削除時に実行結果ダイアログを表示・

Undo 操作に対応 

・fidata Music App 設定およびローカルプレイリスト、オンラインヘルプを、サー

バー選択リストから、App 右上のメニューリストに移動 

・ボリューム設定にミュートボタンの動作設定を追加し、ミュート機能をディマー

設定に変更が可能（現在のボリュームに対して、指定した割合で減音が可能） 

・再生中画面を開いているときのスリープの有効・無効の設定に対応 

・UI 上のアイコン・フォントを約 1.5 倍表示にする設定に対応 

・iPad 横向きの 3 ペイン表示において、曲のシーク操作を可能に変更 

・サーバー設定 UI において、本体設定ページ、ファイル操作、CD リッピング 

UI、アップデート操作へのリンクを追加 

・本体のアップデートがある場合に、ステータス UI にて通知表示に対応 

・CD アイコンからのロングタップ・メニューにて、CD リッピング UI への遷移に

対応 

 

コントロールアプリ「fidata Music App」は、fidata ブランドのネットワークオー

ディオサーバー（左）とアイ・オー・データ機器の「Soundgenic」シリーズ（右）

の両方に対応する 

アイ・オー・データ機器 

http://www.iodata.jp/ 

同上：ニュースリリース 

http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm?utm_sour

ce=iomail180806 

同上：fidata Music App の紹介ページ 

http://www.iodata.jp/fidata/product/app/index.htm 

同上：fidata の特設サイト 

http://www.iodata.jp/
http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm?utm_source=iomail180806
http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm?utm_source=iomail180806
http://www.iodata.jp/fidata/product/app/index.htm


http://www.iodata.jp/fidata/ 

同上：Soundgenic の紹介ページ 

http://www.iodata.jp/ssp/soundgenic/index.htm 

 

３．IO データ機器リリース記事 

「fidata Music App」とオーディオサーバーのファームウェアをバージョンアップ」 

http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm?utm_source=i

omail180806 

2018 年 8 月 6 日 18-NR081 

「fidata Music App」とオーディオサーバーのファームウェアをバージョンアップ 

アイ･オー･データ機器は、オーディオブランド「fidata」のネットワークオーディオ

サーバーHFAS1 シリーズや、Soundgenic シリーズを快適に操作できるアプリ

「fidata Music App」および、本体ファームウェアをバージョンアップしました。  

fidata Music App の操作性の改善や機能追加などを行い、それに伴った fidata 

HFAS1 シリーズや、Soundgenic シリーズについても、ファームウェアアップデート

を提供します。 

※サポートライブラリより、アップデートファイルをダウンロードいただき、USB メ

モリーを経由してアップデート適用が可能です。8 月 20 日（月）より「HFAS1／

HFAS1-X」シリーズ、「Soundgenic」でのインターネット経由でのアップデートが

ご利用いただけます。 

ポータブルオーディオプレーヤー（DAP）などの USB マスストレージ機器に転送 

これまでも fidata Music App のファイル操作 UI により USB マスストレージ機器へ

の転送には対応しておりましたが、今回のアップデートにより、通常のサーバー曲選

択ペインから、ロングタップもしくはメニュー呼び出しにより、簡単な操作で、USB

機器に転送できます。 

また、新たに、exFAT 対応およびマルチストレージデバイス対応（最大 3 デバイス）

により、マルチストレージ仕様のポータブルオーディオプレーヤー（DAP）の内蔵メ

モリー、SD カード（SDXC カードを含む）に転送することが可能です。 

http://www.iodata.jp/fidata/
http://www.iodata.jp/ssp/soundgenic/index.htm
http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm
http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm?utm_source=iomail180806
http://www.iodata.jp/news/2018/information/news_fma_verup.htm?utm_source=iomail180806
http://www.iodata.jp/fidata/product/index.htm
https://itunes.apple.com/jp/app/fidata-music-app/id1230930072
http://www.iodata.jp/lib/


 

アプリからハイレゾ等の音源配信サイト 「e-onkyo music」および「mora」で楽曲

を検索できる 

音楽出版社 CD データベースと連携したアルバム情報・アーティスト情報表示機能

から、アルバムの検索操作により、ハイレゾ等の音源配信サイト 「e-onkyo 

music」および「mora」の Web 画面を表示し、試聴操作を行うことで、fidata 

HFAS1 および Soundgenic に接続された USB-DAC を経由して購入前の試聴を行

うことが可能になりました。 

※音質は各社から提供される試聴コンテンツのフォーマットに制限されます。 

 



＜注意事項＞ 

アーティスト情報、ニュース、アルバム解説、ディスコグラフィー、ジャンルは、株

式会社音楽出版社「CD ジャーナル誌」が提供するデータベースを利用しています。 

各種表示の情報に関して、その正確性を当社が保証するものではありません。CD に

よっては、情報が登録されておらず、表示されない場合があります。 

本サービスは、予告なく停止もしくは終了、または機能を変更する場合があります。 

上記に伴い、サービスを停止・変更・終了したことによる損害につきまして、当社は

一切の責任を負わないものとします。 

「DirectDSD」を新たにサポートし、最大 DSD22.5MHz に対応 

USB-DAC での DSD 再生機能において、従来の DoP に加え DSD 用マーカーを利用

せずに転送する「DirectDSD」を新たにサポートし、最大 DSD 22.5MHz に対応可能

となりました。DirectDSD では、DSD 用マーカーを利用しないため、よりレートの

高い DSD データを転送できます。 

また、従来 DoP では対応していなかった、DSD11.2MHz 対応の USB-DAC において

も、DirectDSD によって再生対応できる機種が拡大しました。 

新搭載「CD リッピング UI」により、利便性を大幅に向上 

fidata Music App に新たに搭載される「CD リッピング UI」により、リッピング前の

メタ情報編集や選択した曲だけの取り込み、進捗状況の表示など利便性を大幅に向上

しました。 



 

 

fidata Music App のアップデート 

アップデート内容（Ver.1.1.0） 

【新機能】 ※ご利用の際は、ネットワークオーディオサーバーのアップデートが必要

です。 

サーバーペインのコンテナメニューからの USB 機器へ転送操作に対応 

⇒ USB マスストレージクラスに対応したポータブルオーディオプレーヤー

（DAP）への転送に対応 

⇒ USB 機器転送先フォルダーを指定可能（初期値:¥music） 

メディアサーバー設定を追加 

⇒ iOS 端末上の CD レコおよび iTunes ライブラリーの楽曲をサーバー（この端

末）として認識可能 

リピート再生モードに 1 曲リピートを追加 

※ネットワークプレーヤーでの再生は App 起動中のみ 1 曲リピートに対応となりま

す。 

App 上に保存しているローカルプレイリストを、m3u ファイルとして、fidata／

Soundgenic の playlists フォルダーに保存可能。m3u プレイリストは、サーバーカ

テゴリー内のプレイリストで利用できます。 



e-onkyo music および mora の楽曲検索および試聴に対応（USB-DAC動作におい

て動作保証） 

CD リッピング UI に対応 

⇒ 曲単位のリッピングに対応 

⇒ リッピング前の楽曲情報編集に対応 

⇒ リッピング前に形式やリトライ、AccurateRip の設定が可能 

⇒ 進捗状況・結果の表示に対応 

【改善機能】 

ローカルプレイリスト 

オンデバイスプレイリストからローカルプレイリストに対して、上書き保存に対応 

ローカルプレイリストの条件を指定して検索においてリリース年での絞り込み検索

に対応 

再生動作表示 

USB-DAC 再生において、フッター中央部に表示される再生時のレンダラーオーディ

オ形式表示について、Direct DSD 動作時は「DSD」、DoP 動作時は「DSD

（DoP）」と表示するように変更 

フッター中央部に表示される再生時のレンダラーオーディオ形式表示について、AAC

と ALAC を区別して表示するように変更 

ファイル操作 

ファイル操作アイコンを常時表示する仕様に変更 

長いファイル名の場合拡張子が判定できるように仕様変更 

同一ペイン内でのファイルのフォルダーへの移動に対応 

フォルダー作成時に名前をつけるダイアログ表示に対応 

ファイル操作 UI 起動時に、初期表示階層を変更 

⇒ 左ペインは、サーバーの contents フォルダー配下、右ペインは、サーバーを表

示する 

ファイル転送中も、楽曲操作画面に戻れる仕様に変更 

サーバーペイン 

サーバーのアートワーク情報などをキャッシュする仕様に変更 

スワイプ操作で上位階層に戻れる仕様を追加 

コンテンツ数表示の文字色を変更 

ロングタップ時のアクションメニュー（新しく再生・今すぐ再生・次の曲に追加・最

後の曲に追加）にアイコンを追加 

サーバーアイコンの高画質化に対応（fidata／Soundgenic のみ） 

プレイリストペイン 

プレイリスト画面において、OpenHome／DMR モードの表示に対応 



追加ルールの「new（新しく再生）」において、1 曲選択に前後のアルバム楽曲も一

緒にプレイリストに登録する仕様に変更 

m4a コンテンツのコーデック表記について、AAC と ALAC を区別して表示するよう

に変更 

メタデータから MQA と認識できたコンテンツはコーデック表記を MQAと表示する

ように変更 

CDjournal 表示 

CD メタ情報選択時のリストフォントサイズ変更（通常サイズと一致させ、システム

フォントサイズに連動） 

その他 

オンデバイスプレイリストの楽曲追加や削除時に実行結果ダイアログを表示・Undo

操作に対応 

fidata Music App 設定およびローカルプレイリスト、オンラインヘルプを、サーバー

選択リストから、App 右上のメニューリストに移動 

ボリューム設定にミュートボタンの動作設定を追加し、ミュート機能をディマー設定

に変更が可能（現在のボリュームに対して、指定した割合で減音が可能） 

再生中画面を開いているときのスリープの有効・無効の設定に対応 

UI 上のアイコン・フォントを約 1.5 倍表示にする設定に対応 

iPad 横向きの 3 ペイン表示において、曲のシーク操作を可能に変更 

サーバー設定 UI において、本体設定ページ、ファイル操作、CD リッピング UI、ア

ップデート操作へのリンクを追加 

本体のアップデートがある場合に、ステータス UI にて通知表示に対応 

CD アイコンからのロングタップ・メニューにて、CD リッピング UI への遷移に対応 

「fidata Music App」のフル機能をご利用の際には、ネットワークオーディオサーバ

ー側のアップデートも必要です。サポートライブラリより、アップデートファイルを

ダウンロードいただき、USB メモリーを経由してアップデート適用が可能です。 

8 月 20 日（月）より「HFAS1／HFAS1-X」シリーズ、「Soundgenic」でのインタ

ーネット経由でのアップデートがご利用いただけます。 

※詳しくは、各商品のマニュアルを参照してください 

fidata HFAS1 シリーズ（ファームウェア Ver.1.60）および Soundgenic（ファーム

ウェア Ver.1.10） 

アップデート内容 

DirectDSD に対応 

⇒ 動作は接続検証されたものが動作保証機器となります 

DirectDSD モードにおいて最大 DSD22.5MHz での再生に対応 

http://www.iodata.jp/lib/


⇒ これまで利用できなかった DSD11.2MHz での再生も可能になる USB-DAC が

対応機器に追加 

exFAT フォーマットに対応 

⇒ exFAT でフォーマットされた 16TB までのストレージに対応 

SDXC カードなどのストレージにも対応 

USB ストレージ接続において最大 3 つのストレージ同時認識に対応 

⇒ SONY Walkman や ONKYO rubato などのマルチストレージ DAP などに対応 

4GB を超える wav ファイル（RF64）において、楽曲の認識・fidata Music App から

のタグ情報の編集・配信・USB-DAC での再生に対応 

fidata Music App Ver.1.1.0 の新機能に対応 

⇒ CD リッピング UI 

⇒ 1 曲リピートモードの追加 

⇒ USB 機器へのファイル転送 

⇒ e-onkyo music／mora 試聴機能 

⇒ m3u ファイル保存機能 

このページの情報は発表時点の内容です。 

 

４．まとめ 

以上の解説記事ならびに IO データ機器のリリース記事から、最も興味を惹かれるの

は、DirectDSD に対応という点であり、これらを中心に今回のバージョンアップを検

証していくことにします。 

 

以上 

 


