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応用記述

AT10828 : SAM D20/21用DALI従装置階層

ATSAM D MCU

序説

DALIはﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｱﾄﾞﾚｽ指定可能な照明ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(Digital Addressable Lighting Interface)を
表し、照明制御ｼｽﾃﾑが目的です。詳述された世界的な規格IEC62386があります。DALI階層
はこの規格に於ける規約規定を実装します。

この応用記述は以下を含む、Atmel®|SMART SAM D20/D21ﾃﾞﾊﾞｲｽに対するLED単位部の
DALI階層を紹介します。

● ｿﾌﾄｳｪｱ構造

● 階層機能

● 階層の入力と出力

● 実演ｼｽﾃﾑ構成設定
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1. 推奨読み物
我々の以前のDALI解決策についての少しの応用記述があります。DALIｼｽﾃﾑについての全体的な考えを得るためにこれらを読む
ことが推奨されます。これらの資料のいくつかはこの応用記述の後ろでも参照されます。

● AT03922:XMEGA EでのDALI従装置 - ｿﾌﾄｳｪｱ使用者の手引き - この応用記述はATxmega32E5に基づくDALI従装置を記述し
ます。これはｿﾌﾄｳｪｱ基本構造とそれの応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(API)を実演します。

● AT04022:XMEGA EでのDALI従装置 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ使用者の手引き - この応用記述はATxmega32E5に基づくDALIｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ、LED
駆動部を含むDALI従装置ﾊｰﾄﾞｳｪｱ設計を紹介します。

● AT06409:ATxmega32E5でのDALI主装置使用者の手引き - この応用記述は統合されたDALIﾊﾞｽ電源とで、ATxmega32E5に基づ
くDALI主装置参考設計を実演します。そしてPCｿﾌﾄｳｪｱ経由で動かされるDALIｼｽﾃﾑの構成設定処理を示します。

● AT01244:DALI従装置参考設計 - この応用記述はATmega88PAﾃﾞﾊﾞｲｽに基づくDALI従装置実装を記述します。

上の応用記述はwww.atmel.comからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることができるﾊｰﾄﾞｳｪｱとｿﾌﾄｳｪｱの一括を含みます。これらはﾊｰﾄﾞｳｪｱ設計ﾌｧｲﾙ、ｿ
ﾌﾄｳｪｱ ｿｰｽ ｺｰﾄﾞ、PCﾂｰﾙを提供します。

2. ｿﾌﾄｳｪｱ構造
この応用記述のｿﾌﾄｳｪｱ一括のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞとAtmel Studio 6でそれを開いた後、
SAM D20ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ樹状表示が右の図2-1.で示されるようになるべきです。

SAM D21 DALI従装置ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ樹形はSAM D20ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ樹形と同じです。

ﾌｫﾙﾀﾞの内容は次のとおりです。

● ASF:
Atmelｿﾌﾄｳｪｱ枠組み(ASF:Atmel Software Framework)はﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ単
位部の低位ﾄﾞﾗｲﾊﾞ/ｻｰﾋﾞｽを提供します。

● config:
基板、ｼｽﾃﾑ ｸﾛｯｸ、外部割り込み用制御器の構成設定ﾌｧｲﾙを提供します。

● dali:
DALI応用と階層のﾌｧｲﾙを提供します。

- dali_bit、dali_bod33、dali_eeprom、dali_timer
これらのﾌｫﾙﾀﾞはDALI階層に対する応用ﾌｧｲﾙを含みます。

● dali_bit
DALIﾋﾞｯﾄはここで復号と符号化をされます。EIC(外部割り込み用制御
器)周辺機能が復号に使われます。

● dali_bod33
電力OFFが検出されると、DALI従装置は更新がある場合にEEPROMへ
のﾊﾟﾗﾒｰﾀ格納が必要です。BOD割り込みはこの検出を扱います。

● dali_eeprom
EEPROM読み書き関数を提供します。誤り検出に追加のBCC(塊検査文
字)符号が使われます。

● dali_timer
ｼｽﾃﾑ計時器はここで提供されます。これらはDALIﾋﾞｯﾄ、ﾌﾚｰﾑと逐次ﾀｲ
ﾐﾝｸﾞ、PWM調光、それと乱ｱﾄﾞﾚｽの種に使われます。

- dali_stack
DALI階層はこのﾌｫﾙﾀﾞに置かれます。

● dali_frame
DALIﾌﾚｰﾑ処理ﾌｧｲﾙを提供します。

● dali_cmd
DALI命令実装ﾌｧｲﾙを提供します。

● dali_hal
迅速な協調設計と変化する周辺機能との順調な統合に対する便利な
DALI階層によってﾊｰﾄﾞｳｪｱ資源を使うための完全な一式を含むﾊｰﾄﾞｳｪ
ｱ抽象層です。

図2-1. SAM D20 DALI従装置ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ樹状表示

http://www.atmel.com/images/atmel-42177-avr-xmega-dali-slave-with-xmega-e-software%20users-guide_application-note_at03922.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-42174-avr-xmega-dali-slave-with-xmega-e-hardware-user-guide_application-note_at04022.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-42224-dali%20master%20with%20atxmega32e5_user-guide_at06409.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-42071-dali-slave-reference_design_application-note_at01244.pdf
http://www.atmel.com/
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3. 階層機能
DALI階層について、処理と流れ図はAT03922応用記述でのそれと同じです。詳細についてはAT03922の「2.2. ｻｰﾋﾞｽ」と「3.2. ｻｰﾋﾞ
ｽ層API紹介」の項を参照してください。

4. 階層の入力と出力
階層の入力と出力はdali_hal.hで定義される関数を通して行います。

● dali_hal_forward_disable_backward_enable( )

この関数はDALI従装置が逆送ﾌﾚｰﾑの送出を開始する前に使われます。これはDALI入力検出を禁止して従装置送出を許可しま
す。逆送ﾌﾚｰﾑ信号はDALI入力へ戻し送ることができるため、入力検出を禁止することが必要です。

● dali_hal_forward_enable_backward_disable( )

この関数はDALI従装置が逆送ﾌﾚｰﾑの送出終了後に使われます。これは再びDALI外部入力検出を再許可します。

● dali_hal_disable_fading_interrupt( )、dali_hal_enable_fading_interrupt( )

階層内での活動と逐次変化割り込みの両方で変数を操作する時は、衝突を避けるために階層関数内側で割り込みを禁止しなけ
ればなりません。操作後、再び割り込みを再許可してください。

● dali_hal_get_dali_input_level( )

この関数はｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ障害状態を調べるのに使われるDALIｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ入力電圧ﾚﾍﾞﾙを検出します。

● dali_hal_disable_frame_timer_interrupt( )、dali_hal_enable_frame_timer_interrupt( )

ﾌﾚｰﾑ計時器割り込みの許可と禁止、新しいﾌﾚｰﾑ受信後、ﾌﾚｰﾑとﾌﾚｰﾑ列ﾀｲﾐﾝｸﾞのために計時器割り込みを開始することが必要
です。

● dali_hal_update_pwm_output( )

この関数はLED照明調光用のPWM出力を更新するのに使われます。

● dali_hal_get_seed0_value( )、dali_hal_get_seed1_value( )

これら2つの関数は自動ｱﾄﾞﾚｽ割り当て用の乱ｱﾄﾞﾚｽの種を生成します。

● dali_hal_read_check_data( )

ｼｽﾃﾑ初期化で、この関数はEEPROMに格納されたDALIﾊﾟﾗﾒｰﾀを読み出します。

階層変数が外側で実行する必要がある時に、下の関数はそれらを取得または設定するための外側関数用のﾁｬﾈﾙを提供します。こ
れらの関数はdali_top.hﾌｧｲﾙで一覧にします。

/**
 *  \brief 復号後にDALIﾊﾞｲﾄ(ｱﾄﾞﾚｽとﾃﾞｰﾀ)を階層に設定
 */
void dali_set_addr_to_stack(uint8_t address);
void dali_set_data_to_stack(uint8_t data);

/**
 *  \brief 復号後にDALIﾊﾞｲﾄ受信ﾌﾗｸﾞを階層に設定
 */
void dali_set_received_flag_to_stack(bool flag);

/**
 *  \brief 符号化時に現在のDALIﾊﾞｲﾄ送出状態を階層に設定
 */
void dali_set_sent_status_to_stack(uint8_t status);

/**
 *  \brief 符号化を開始するために階層からDALIﾊﾞｲﾄ送出状態を取得
 */
uint8_t dali_get_sent_status_from_stack(void);

/**
 *  \brief 符号化時に階層からDALI送出ﾊﾞｲﾄを取得
 */
uint8_t dali_get_sent_data_from_stack(void);

/**
 *  \brief EEPROM書き込みのために階層からEEPROM更新ﾌﾗｸﾞを取得

http://www.atmel.com/images/atmel-42177-avr-xmega-dali-slave-with-xmega-e-software%20users-guide_application-note_at03922.pdf
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 */
uint8_t dali_get_eeprom_flag_from_stack(void);

/**
 *  \brief EEPROM書き込み後にEEPROM更新ﾌﾗｸﾞを階層に戻し設定
 */
void dali_set_eeprom_flag_to_stack(uint8_t flag);

/**
 *  \brief EEPROM書き込みのために階層からﾃﾞｰﾀ ｱﾄﾞﾚｽと大きさを取得
 */
uint8_t *dali_get_page0_data_addr_from_stack(void);
uint8_t dali_get_page0_data_size_from_stack(void);
uint8_t *dali_get_page1_data_addr_from_stack(void);
uint8_t dali_get_page1_data_size_from_stack(void); 

5. 実演ｼｽﾃﾑの構成設定
代表的なDALIｼｽﾃﾑはDALI主装置、DALI従装置、DALI電力を含みます。SAM D20/21でのこのDALI実演ｼｽﾃﾑを構成設定するに
は下の図5-1.をご覧ください。

図5-1. DALI実演構成図

PC

DALI従装置

SAMD20 Xplained ProDALI物理層ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

DALI従装置

SAMD21 Xplained ProDALI物理層ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

DALI従装置ｷｯﾄ

DALI主装置ｷｯﾄ

DALI電力
DALIﾊﾞｽUSB

5.1. DALI電力を統合するDALI主装置

詳細についてはAT06409 DALI主装置応用記述を参照してください。PCｿﾌﾄｳｪｱはDALI従装置を操作するためにDALI主装置と通
信します。

5.2. DALI従装置

SAM D20 Xplained Pro評価ｷｯﾄまたはSAM D21 Xplained Pro評価ｷｯﾄ、加えてDALI物理層ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽはDALI従装置として働きま
す。物理層ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽについてはAT04022 DALI従装置ﾊｰﾄﾞｳｪｱ応用記述の「4.1. DALI物理層ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ」を参照してください。以
下のようにdali_bit.hで定義されるように、PA10ﾋﾟﾝがDALI入力に使われ、PA11が出力です。

#define DALI_INPUT_PIN PIN_PA10
#define DALI_OUTPUT_PIN PIN_PA11 

Xplained Pro上のLED0が照明実演として使われます。SAM D20 Xplained Proでは、PA13がDALI調光出力でPA14がLED0に繋がる
ので、PA13とPA14のﾋﾟﾝを共に接続してください。SAM D21 Xplained Proでは、DALI調光出力のPB30がLED0に直接繋がるため、こ
のような問題はありません。DALI階層では調光が既定によってHighﾚﾍﾞﾙ活性です。基板上のLED0はLowﾚﾍﾞﾙ活性で、故に出力が
反転されなければならず、これは次のようにdali.tc.cで行われます。

SAM D20: config_tc.waveform_invert_output  =  TC_WAVEFORM_INVERT_OUTPUT_CHANNEL_1; 

SAM D21: config_tcc.wave_ext.invert[DALI_PWM_OUTPUT]  =  true; 

SAM Dﾃﾞﾊﾞｲｽで模倣されるEEPROMはDALIﾊﾟﾗﾒｰﾀを格納するのに必要とされます。ﾃﾞﾊﾞｲｽのEEPROM SIZEﾋｭｰｽﾞは実演走行前
に書かれなければなりません。EEPROM領域が割り当てられない場合、応用はEEPROM初期化ﾙｰﾁﾝ内側で失敗します。この応用
では、DALI階層が120ﾊﾞｲﾄに相当する2つのEEPROMﾍﾟｰｼﾞを必要とします。AT03265:SAM D20 EEPROM模倣部ｻｰﾋﾞｽ応用記述
で記述される模倣ｿﾌﾄｳｪｱに従って、EEPROM SIZEﾋｭｰｽﾞに0x04またはそれ以下を設定することができます。

http://www.atmel.com/images/atmel-42224-dali%20master%20with%20atxmega32e5_user-guide_at06409.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-42174-avr-xmega-dali-slave-with-xmega-e-hardware-user-guide_application-note_at04022.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-42125-sam-d20-eeprom-emulator-service-eeprom_application-note_at03265.pdf
http://www.atmel.com/tools/ATSAMD20-XPRO.aspx
http://www.atmel.com/tools/ATSAMD21-XPRO.aspx
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図5-2. EEPROMﾋｭｰｽﾞ設定

SAM D20/21での更なる開発について、LED文字列駆動部が実装されるべきです。SAM D20については専用のMSL20xx LED駆動
部を考慮することができます。AT01244 DALI従装置応用記述の「2.3. LED駆動部」項を参照してください。SAM D21についてはTCC
周辺機能での障害単位部拡張があるため、降圧LED駆動部が推奨されます。AT04022 DALI従装置応用記述の「4.3. 降圧LED駆動
部」項を参照してください。周辺機能は「AT04204:XMEGA Eでの降圧変換器設計」応用記述でも説明されます。

6. 参照

6.1. ﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ

SAM D20/21ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはhttp://www.atmel.com/のAtmel SAM D製品頁の資料部で入手可能です。

6.2. Atmel Studio

Atmel Studio 6はAtmel ARM® Cortex®-Mﾌﾟﾛｾｯｻに基づくものとAtmel AVR®ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ(MCU)応用の開発とﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ用の統合
開発基盤(IDP:Intergrated Development Platform)です。Atmel Studioの最新版はhttp://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspxから
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることができます。

6.3. Xplained Pro評価ｷｯﾄ

SAM D20/21 Xplained Pro評価ｷｯﾄはSAM D20/21 Cortex®-M0+ﾌﾟﾛｾｯｻに基づくﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗでの評価と試作に理想的です。

SAM D20ｷｯﾄについては、http://www.atmel.com/tools/ATSAMD20-XPRO.aspx

SAM D21ｷｯﾄについては、http://www.atmel.com/tools/ATSAMD21-XPRO.aspx

7. 改訂履歴

文章改訂 日付 注釈

42386A 2014年11月 初版文章公開

http://www.atmel.com/images/atmel-42071-dali-slave-reference_design_application-note_at01244.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-42183-design-a-buck-converter-with-xmega-e_ap-note_at04204.pdf
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx
http://www.atmel.com/tools/ATSAMD20-XPRO.aspx
http://www.atmel.com/tools/ATSAMD21-XPRO.aspx
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