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AVR42793 : ATtiny817用DALI2.0従装置階層
応用記述
序説
DALIはﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｱﾄﾞﾚｽ指定可能な調光ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(Digital Addressable Lighting Interface)であ
り、調光制御ｼｽﾃﾑに適用されます。この階層は2014年に公布されたIEC 62386-102のDALI
規格2.0版に従います。LED単位部はIEC 62386-207で定義される装置型として実演されま
す。
この応用記述は以下を含むATtiny817ﾃﾞﾊﾞｲｽ用のDALI階層を紹介します。
・ ｿﾌﾄｳｪｱ構造
・ 階層機能
・ 階層APIﾙｰﾁﾝ
・ 実演ｼｽﾃﾑ構成設定

特徴
・ IEC 62386-102適合
・ DALI 2従装置拡張命令
・ Atmel® tinyAVR®で実装されたDALI 2従装置階層

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Atmel社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめ
に]での内容にご注意ください。
Rev. 42793A-10/2016, 42793AJ0-02/2017
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1. 推奨読み物
我々の過去のDALI解決策について公開されたいくつか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
そ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ﾃﾞﾊﾞｲｽに基づくDALIｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
と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ﾊﾞｽ電力供給を持つ、ATxmega32E5
に基づくDALI主装置参照基準設計を実演します。これはPCｿﾌﾄｳｪｱ経由で操作されるDALIｼｽﾃﾑの構成設定処理を示します。
・ AT01244:DALI従装置参照基準設計 - この応用記述はATmega88Aﾃﾞﾊﾞｲｽに基づいたDALI従装置実装を記述します。
・ AT10828:SAM D20/D21用DALI従装置階層 - この応用記述はSAM D20/D21ﾃﾞﾊﾞｲｽ用DALI従装置参照基準設計を示します。
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
IAR Embedded Workbech®で開かれると、ATtiny817ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの樹状視野は下図の複写画面のように見えるべきです。
図2-1. DALI 2.0従装置ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ樹状図

MCUのｺｰﾄﾞ量制限のため、Atmel Studio一括は作成されません。
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ﾌｫﾙﾀﾞ内の内容は次の通りです。
・ dali_slave - DALI応用と階層ﾌｧｲﾙを提供します。
・ dali_bit, dali_bod, dali_eeprom, dali_timer - これらのﾌｧﾙﾀﾞはDALI階層用の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。復号にEXTINT(外部割り込み)周辺機能が使用されます。
- dali_bod - 電圧低下が検出されると、DALI従装置はﾘｾｯﾄの前の節電のためにPWMとLEDを停止します。この検出と共にBOD
割り込みが処理されます。
- dali_eeprom - 持続性ﾒﾓﾘに対して更新ﾌﾗｸﾞが生じると、EEPROMはそれに対応する内容を更新します。ｼｽﾃﾑ電圧低下の間
でのﾃﾞｰﾀ複製不成功を避けるため、代替ﾍﾟｰｼﾞが利用されます。ｼｽﾃﾑ電源ON時、変数はEEPROMからSRAMへ設定されま
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、徐々に消えるﾀｲﾐﾝｸﾞ、それとPWMと乱ｱｸｾｽの種
に使用されます。
・ 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 - 多様な周辺機能とで迅速な設計と順調な統合に便利なDALI階層によってﾊｰﾄﾞｳｪｱ資源を使用するための完全な
APIの組を含むﾊｰﾄﾞｳｪｱ抽象化層です。

3. 階層機能
DALI階層に関して、その処理と流れ図は「AT03922:XMEGA EでのDALI従装置 - ｿﾌﾄｳｪｱ使用者の手引き」応用記述と同じです。
詳細については「AT03922」応用記述の「ｻｰﾋﾞｽ」と「ｻｰﾋﾞｽ層API紹介」の項を参照してください。

4. 階層API
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_enable_forward_disable_backward( )
この関数はDALI従装置が逆送(backward)ﾌﾚｰﾑ送出を終えた後に使用されます。これはDALI外部入力検出を再許可してDALI検
出計時器を禁止します。検出計時器はDALI開始ﾋﾞｯﾄが検出される時に許可されます。
・ dali_hal_disable_forward_enable_backward( )
この関数はDALI従装置が逆送(backward)ﾌﾚｰﾑの送出を開始する前に使用されます。これはDALI入力検出を禁止して従装置送
出計時器を許可します。逆送ﾌﾚｰﾑ信号がDALI入力に対して後ろに発送され得るため、入力検出を禁止することが必要です。
・ 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用される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_update_pwm_output( )
この関数はLED調光用のPWM出力を更新するのに使用されます。
・ dali_hal_get_seed0_value( ), dali_hal_get_seed1_value( )
これらの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。32ﾋﾞｯﾄ乱順値を得るのに2つの異なるｸﾛｯｸ元が使用さ
れます。
・ dali_hal_save_persistent_variables( )
この関数は”SAVE PERSISTENT VARIABLES (持続性変数保存)”命令が実行される時に呼ばれます。これは直ちにEEPROM内
の変数を更新すべきです。
・ dali_hal_identify_device ( )
この関数は”IDENTIFY DEVICE (装置識別)”命令受け取り後に点滅、音、または可視や可聴の手段によって識別を実行します。
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ｽﾀｯｸの変数が外側で実行することが必要な時に、それらを取得または設定するために下の関数が外側の関数に対するﾁｬﾈﾙを提
供します。これらの関数はdali_top.hに載っています。
/**
* \brief DALIﾌﾚｰﾑ復号後にDALIﾊﾞｲﾄ(ｱﾄﾞﾚｽとﾃﾞｰﾀ)をｽﾀｯｸに設定
*/
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ｽﾀｯｸに設定
*/
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ｽﾀｯｸに設定
*/
void dali_set_sent_status_to_stack(uint8_t status);
/**
* \brief 符号化開始のためにｽﾀｯｸからDALIﾊﾞｲﾄ送出状態を取得
*/
uint8_t dali_get_sent_status_from_stack(void);
/**
* \brief 符号化時にｽﾀｯｸからDALI送出ﾊﾞｲﾄを取得
*/
uint8_t dali_get_sent_data_from_stack(void);
/**
* \brief ｽﾀｯｸからEEPROM更新ﾌﾗｸﾞ ｱﾄﾞﾚｽを取得
*/
uint8_t *dali_get_update_flag_addr_from_stack(void);
/**
* \brief EEPROM書き込みのためにｽﾀｯｸからﾃﾞｰﾀのｱﾄﾞﾚｽと量を取得
*/
uint8_t *dali_get_data_addr_from_stack(void);
uint8_t dali_get_data_size_from_stack(void);
/**
* \brief ｽﾀｯｸに制御伝達装置障害状態を設定
*/
void dali_set_gear_failure_status_to_stack(bool failure_status);
/**
* \brief ｽﾀｯｸに照明障害状態を設定
*/
void dali_set_lamp_failure_status_to_stack(bool failure_status);
上の2つの関数は設計者による専用の検出方法に従って応用層に実装されるべきです。
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5. 実演ｼｽﾃﾑ構成設定
代表的なDALIｼｽﾃﾑはDALI主装置、DALI従装置、DALI電源を含みます。ATtiny817 DALI実演基板でこのDALI実演ｼｽﾃﾑを構成
設定するには下の構成図をご覧ください。
図5-1. DALI実演ｼｽﾃﾑ

PC

USB

DALI主装置ｷｯﾄ
DALIﾊﾞｽ
DALI電源

DALI従装置
ATtiny817 DALI実演基板
ATtiny817 DALI実演基板
DALI従装置ｷｯﾄ

5.1 DALI電源を統合するDALI主装置
詳細についてはDALI主装置応用記述「AT06409:ATxmega32E5でのDALI主装置使用者の手引き」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
右の図はMCUﾋｭｰｽﾞ設定を示します。BODは3.94Vの閾値ﾚﾍﾞﾙで許可されます。
MCU主ｸﾛｯｸ元として16MHz内部発振器が選ばれます。LED調光のために比較B出
力が許可されます。TCDOUTB機能を多重化するPA5はこの応用で照明実演として
基板上のLEDと接続します。
PB3とPB4のﾋﾟﾝはdali_bit.cﾌｧｲﾙでDALIの復号と符号化に使用されます。ATtiny81
7ﾃﾞﾊﾞｲｽ内のEEPROMﾃﾞｰﾀ ﾒﾓﾘはDALIﾊﾟﾗﾒｰﾀを格納するのに必要とされます。A
Ttiny817には合計4つのﾍﾟｰｼﾞがあるため、下位側3つのﾍﾟｰｼﾞがﾊﾟﾗﾒｰﾀを格納し、
最後の1つは代替として働きます。

図5-2. ﾋｭｰｽﾞ設定

6. DALI従装置2版で拡張/削除された命令
下表は第1版と比べて拡張と削除された命令を示します。
表6-1. DALI従装置2版で拡張された命令
命令名
GO TO LAST ACTIVE LEVEL
SAVE PERSISTENT VARIABLES
SET OPERATIONG MODE(DTR0)
RESET MEMORY BANK(DTR0)
IDENTIFY DEVICE
SET EXTENDED FADE TIME(DTR0)
QUERY OPERATION MODE
QUERY LIGNT SOURCE TYPE
QUERY MANUFACTURER SPECIFIC MODE
QUERY NEXT DEVICE TYPE
QUERY EXTENDED FADE TIME
QUERY CONTROL GEAR FAILURE
PING
WRITE MEMORY LOCATION - NO REPLY
表6-2. DALI従装置2版で削除された命令
命令名
PHYSICAL SELECTION

操作符号ﾊﾞｲﾄ/ｱﾄﾞﾚｽ ﾊﾞｲﾄ
$0A
$22
$23
$24
$25
$30
$9D
$9F
$A6
$A7
$A8
$AA
$AD
$C9

ｱﾄﾞﾚｽ ﾊﾞｲﾄ
$BD
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7. 改訂履歴
資料改訂
42793A

日付
2016年10月

注釈
初版資料公開
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