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X32-Edit 4.2 アップデートは、いくつかの機能改善と新機能を提供します。 
このアップデートのポイントは DCA-Spill の実装です。この新しい機能は、DCA に割り当てら
れたチャンネルを新しい DCA-スピルフェーダーレイヤーに展開する事を可能にしています。 
X32-Edit はイーサネット経由で、X32 シリーズの制御を可能にするリモートアプリケーション
で、主に Mac OS、Windows、または Linux 等で利⽤可能です。 
新しい X32 ファームウェアバージョンには以下のものが含まれています。 
 
 
新機能 
•DCA スピル機能 
•GUI-⾃動の DCA スピルレイヤージャンプをオフにする設定 
•GUI-デフォルトでアクティブな「バスボタンネーム」が設定可能 
•GUI-DCA スピルを常に⼀番上に表⽰する設定 
•GUI-マウスホイールを⾮アクティブにする設定 
•DP48 の機能にステレオリンクを追加-リモートページ 
•カスタムブートシーンを作成するためのセットアップオプションの追加 
•録⾳容量が残り 10 分または 1 分になった場合、SD-Recorder に警告ポップアップを表⽰ 
 
 
改善点 
•Dual-Deesser からリンクオプションを削除 
•すべてのエフェクト画⾯の左側にソース情報を表⽰ 
•すべてのコンソールディスプレイに⼀致するように反転⾊を変更 
•X32 のテキストボタンの On/Off 状態の改善 
•Show コントロールページでのローカルデータとミキサーデータの識別性の改善 
•ルーティングタップの⾊の識別性の改善 
 
 
 
 
 
 



 
バグの修正 
•Show import 後の Snippet インデックス オフセットの修正 
•スニペット貼り付けの問題の修正（上記を参照） 
•User In / Out オプションの Snippet チェックボックスの修正 
•Scenes load 時の FX リンク A / B における読み取り問題を修正 
•サブオクターバーの範囲スイッチのマウスサポートの不良修正 
•ムードフィルタータップ機能の修正 
•Show コントロールの不⼀致の修正（アクティブな Cue/ Scenes /Snippet が 
強調表⽰された⾏） 
•MTX / ST / M の動的設定のコピー/貼り付けの修正 
•ゲート/ dyn キーソロの修正：コンソールでアクティブなチャンネルとページを設定します 
•Windows10 で再起動した後の特⼤のアプリウィンドウの修正（ディスプレイスケールがアクテ
ィブな場合） 
 
メモ：X32-Edit4.2 には X32console firmware V4.00 以上が必要です。 
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X32-Edit Update 
Version 4.2 - (18 November 2020)  

The X32-Edit 4.2 update offers some functional improvements and new features. The highlight 
of this update is the implementation of DCA-Spill. This new function offers the possibility to 
unfold the assigned channels of a DCA to a new DCA-Spill fader layer.  

The X32-Edit is a remote application enabling control of the X32-Series of digital mixing 
consoles via ethernet. It is available for Mac OS, Windows and Linux.  

This new X32 Firmware version contains:  

New Features  

• DCA Spill 
• GUI-Preference to switch off automatic DCA spill layer jump 
• GUI-Preference ʻBus button namesʼ active by default 
• GUI-Preference to show DCA spill always on top 
• GUI-Preference to deactivate mouse wheel 
• Add stereolink to DP48-Remote page 
• Add setup option to create custom boot scene 
• Add SD-Recorder warning pop-up if only 10 & 1 min recording capacity left  

Improvements  

• Removed link option from Dual-Deesser 
• Show source info on left side of all effect screen 
• Changed inverted colors to match all console displays 
• Improved text button ON/OFF state for X32-Edit 
• Improved distinction between local and mixer data on show control pages • Improved routing 
tap color distinction  



Bugfixes  

• Fix for snippet index offset after show import 
• Fix for snippet paste issue (see above) 
• Fix for wrong snippet checkboxes on USER In/Out options 
• Fix for FX link A/B issue on scene load 
• Fix for bad suboctaver range switch mouse support 
• Fix for moodfilter tap function 
• Fix for show control mismatch (highlighted row for active cue/scene/snippet) 
• Fix for Copy/Pasting of dynamic settings for MTX/ST/M 
• Fix for gate/dyn key solo: set active channel and page on console 
• Fix for oversized app windows after restart under Windows 10 (if display scale active)  

N. ote:X32-Edit4.2requiresX32consolefirmwareV4.00orhigher.  

 


