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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。

AVR453 : ｽﾏｰﾄ電池参照基準設計

要点
■ 直列接続された4つまでのﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ電池ｾﾙを支援
■ 専用ﾊｰﾄﾞｳｪｱによる電池保護
 ・ 深下電圧保護
 ・ 充電中の過電流保護
 ・ 放電中の過電流保護
 ・ 回路短絡保護
■ 18ﾋﾞｯﾄA/D変換器での充放電電流監視
 ・ 低下電圧状況後の自動予備充電
 ・ 充電の状況(State-of-Charge)と健全の状況(State-of-Health)の状態
■ SMBus通信
 ・ 完全なｽﾏｰﾄ電池SMBus支援
 ・ SMBusを通した実装書き込みを支援
 ・ AES暗号化ﾌｧｰﾑｳｪｱ更新を支援

1. 序説
再充電可能なﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ(Li-Ion)電池は携帯電話、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｶﾒﾗ、ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのような
可搬型電気製品で広範囲に使用されています。これは主にそれらの電池の高いｴﾈﾙｷﾞｰ対重
量比のためです。ﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ電池の寿命とｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵を最大にするために、注意深い監視と
充放電周回の制御が必要です。Li-Ion電池が極端な条件下で爆発し得るため、不正な使用
は安全への脅威さえ引き起こすかもしれません。これらの理由のため、賢い電池、ｽﾏｰﾄ電池
が導入されています。

ATMELのATmega406 AVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗは
ｽﾏｰﾄ電池応用の考えで作成されています。
特徴一式は不正使用から電池を保護するこ
とができる個別のﾊｰﾄﾞｳｪｱ機能だけでなく、
高精度のA/D変換器、SMBus通信用のTWI
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽをも含みます。この応用記述は
ATMELのATme ga406ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを用い
るｽﾏｰﾄ電池の実装を記述します。

図1-1. 著者のﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟでのｽﾏｰﾄ電池

2. 実装の範囲
この応用記述と連携するｿﾌﾄｳｪｱの意図は電池ﾊﾟｯｸを設計する時に対向する問題を処理する
ための基盤を提供することです。機能的な電池ﾊﾟｯｸが実装されていても、多くの独自設定と機
能強化が行われることが有り得ます。設計者は提供されたものを取り入れてそれを個人用にす
ることが奨励されます。

応用記述はｽﾏｰﾄ電池を実装する時に必要とされる機能を達成するのにATmega406の能力が
どう使用されるのかを記述します。

応用記述のｿﾌﾄｳｪｱは電池認証が実装されていませんが、これは2次市場が重要な収入源を
意味する応用で望まれます。これは"本物の"電池だけが製品で使用できることを保証するた
めに使用されます。認証は6.7.項で更に検討されます。

目次は24頁で見つかります。

警告! ﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ電池の不正な取り扱いは安全を危険に晒します。Li-Ion電池が誤って扱
われた場合にそれらは爆発し得ます。逆に安全に影響するかもしれない、どんな設計
の状況にも対処する時に警告を用いてください。系としてのﾊｰﾄﾞｳｪｱとｿﾌﾄｳｪｱの動き
の完全な理解を確実にしてください。
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3. AVR453の暫定公開に関する公開注記
この資料とｿｰｽ ｺｰﾄﾞが暫定であることに注意してください。この公開版はATmega406改訂Eが目的対象で、ATmega406の旧版は支
援されません。公開注記に関し、ｿｰｽ ｺｰﾄﾞと共に含まれるdoxygen資料(readme.html)で公開注記項を調べてください。

更に、ｺｰﾄﾞの変更なしで正しい応答を予測できるのがどのSMBus命令かを見るために表5-2.を参照してください。

4. 動作の理屈
ｽﾏｰﾄ電池ｼｽﾃﾑは以下の3つの要素から成ります。

・ ｽﾏｰﾄ電池ﾎｽﾄ
・ ｽﾏｰﾄ電池ﾊﾟｯｸ
・ ｽﾏｰﾄ電池充電部

図4-1. 代表的なｽﾏｰﾄ電池ｼｽﾃﾑ

ｽﾏｰﾄ電池ﾎｽﾄ ｽﾏｰﾄ電池ﾊﾟｯｸ ｽﾏｰﾄ電池充電部ｽﾏｰﾄ電池ﾎｽﾄ

AC/DC

安全信号

電源 電力制御

SMBus

ｽﾏｰﾄ電池ﾎｽﾄはｽﾏｰﾄ電池ﾊﾟｯｸ(または只の'ｽﾏｰﾄ電池')から電力を引き出し、型式、銘柄、残充電状況とより多くに関する情報を得
ることができます。ﾎｽﾄと電池間の通信はｼｽﾃﾑ管理ﾊﾞｽ(SMBus:System Management Bus)に基きます。ｽﾏｰﾄ電池充電部は接続した
ｽﾏｰﾄ電池ﾊﾟｯｸからの要求に基いてその出力を適合させることができる充電器です。この情報はSMBusを通して、ｽﾏｰﾄ電池から充電
部へ直接的に送信されるか、または充電部によってｽﾏｰﾄ電池ﾊﾟｯｸから直接取得されるかのどちらかです。安全信号は電池から充
電部へ重大な異常を伝達します。

ｽﾏｰﾄ電池ｼｽﾃﾑについてのより多くの情報はｽﾏｰﾄ電池ｼｽﾃﾑ仕様[1.]で入手可能です。

4.1. Li-Ion電池の技術

Li-Ion電池は今日の市場に於いて数ある中で最高のｴﾈﾙｷﾞｰ密度のｾﾙですが、それらは最適な寿命を与えるために注意深い管理
が必要です。特に過充電と過放電は厳密に避けられるべきです。加えて、多くの電池形式でのように、過剰な放電電流はｾﾙを過熱
し得ます。ｾﾙの中身がﾘﾁｳﾑなので、過熱は特に危険で、避けられなければなりません。更に、ｾﾙの温度は充電容量に影響を及ぼ
し、充電、放電、それと容量推測中に注意しなければなりません。高度に統合されたATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽを使用することにより、高精
度の充電推測を提供する一方で、部品数、従って費用を最小に保つことができます。加えて、ATmega406上のEEPROMとﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓ
ﾘの両方の存在は、欠陥ﾊﾟｯｸの不良分析を手助けするかもしれない、最後の温度や電流のような電池の履歴情報の格納を許しま
す。

4.1.1. Li-Ion電池充電の概略

代表的なLi-Ionｾﾙの充電概略が図4-2.で示されます。今日の可搬型機器に於いて、可能な最短充電時間を持つことが度々必要条
件の鍵になります。最大未満充電法が使用できるとは言え、最速充電のため、一般的にｾﾙが定義された電圧に達するまで定電流
充電源が必要とされます。残りの充電は定電圧充電源の使用によって供給されます。これは定電流-定電圧充電法(CC-CV)として
参照されます。

図4-2. Li-Ion電池の代表的な充電概略
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供給される電流と電圧がｾﾙに対する製造業者の仕様を越えないことが重要で、また、過熱やｾﾙの破裂に帰着するかもしれません。
ATmega406はﾊｰﾄﾞｳｪｱでﾊﾟｯｸの電流と電圧を個別に監視し、過電流や過電圧の事象でﾊﾟｯｸを充電部から切断できます。加えて、
設計者が温度感知器を組み入れたなら、ATmega406は温度を感知して必要な場合に充電の電流または電圧の低減を充電部に要
求します。ATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽは外部感知器に対する安価な代替、または外部感知器異常事象での代替支援としての扱いを提供す
るためのﾁｯﾌﾟ上温度感知器を含みます。

正確な充電状況推測の提供に於ける鍵は充電と放電の電流を精密に監視する能力です。ATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽはこの目的に対して
高感度と高分解能の両方を提供する高精度のｸｰﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器を含みます。

4.1.2. Li-Ion電池放電

Li-Ionｾﾙの放電はｾﾙ電圧が定義された下限に達した時に終了されなければなりません。この点以下の放電はｾﾙ内での構造的変
化を引き起こし、その容量を恒久的に減じます。加えて、放電中の過剰な電流はｾﾙを過熱させて機械的な破裂を引き起こすかもし
れません。

利用可能なｾﾙ容量の最善使用を行うには、ｾﾙの放電電圧限度以
下になることなく、可能な限り低い電圧に下がっての動作を許すよう
にｾﾙ電圧を正確に測定することが大事です。放電切断電圧に可
能な限り近い動作電圧間隔の下限を持つことにより、未使用容量が
最小にされます(図4-3.をご覧ください)。この理由のため、ｾﾙ電圧
を測定するための高精度A/D変換器を持つことは好都合です。不
必要な電圧低下を防ぐために系内に於いて可能な限り小さな直列
抵抗を持つことも重要です。ATmega406に存在する豊富な安全機
能とで、電池ﾊﾟｯｸから安全回路の1つまたはより多くの段を無くすこ
とが可能かもしれず、従って(電力)損失を低減してﾊﾟｯｸ出力を増し
ます。加えて、電流測定に低抵抗部品を使用することが重要です。
参照基準設計はこの目的に5mΩの抵抗器を使用し、1mAよりも小さ
な分解能で電流の流れを測定することができます。

図4-3. Li-Ion電池の代表的な放電概略
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4.1.3. ｾﾙ平衡

ｾﾙ平衡は直列に接続された積層でのｾﾙ電圧を互いに合わせるために調整する技術です。ｾﾙが異なる充電、故に異なる電圧を持
つ場合、最高電圧を持つｾﾙが充電終了点を決め、最低電圧を持つｾﾙが電池ﾊﾟｯｸの放電終了点を決めます。従って、ｾﾙ間のどん
な偏差も充電と放電の両方の終了に影響を及ぼすことによって実際上、誤差を倍加します。製造時に於いて、電池ﾊﾟｯｸ供給者は代
表的にｾﾙ容量を非常に近くに合わせます。けれども、製造上の通常の変動のため、例え近くに合わせられたｾﾙであっても、数10ま
たは数100回の充放電周回後はそれらの動作電圧と残容量に関して離れるでしょう。別の可能性は弱いｾﾙで、これは低容量のため
に電池ﾊﾟｯｸ内の他のものよりももっと素早く充放電するでしょう。これは充放電周回の早期の終了を強制し、従って他のｾﾙが完全に
充電される前に充電を停止するかもしれません。

ｾﾙ間の電圧差は可能な限り小さく保たれるべきで、5mV以下が望まれますが、ｾﾙの内部抵抗のために見かけのｾﾙ電圧を低くする
尖頭短絡電流によって生成され得るような、ｾﾙ電圧の測定に於けるｼｽﾃﾑ雑音にも注意すべきで、ｾﾙが平衡を必要とするかどうかを
決める時に注意しなければなりません。

ATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽはｾﾙ電圧を監視するﾋﾟﾝ間を通すｾﾙ平衡FETを含みます。従って平衡は常に最高電圧ｾﾙの電圧と充電を減ら
すことを意味します。これらのﾃﾞﾊﾞｲｽは代表的に2mAの電流と評価されます。一見してこれが十分大きいと思えなくても、それは平衡
に関して充分です。平衡FETを通る電流は異なるｾﾙ電圧入力の各々の濾波器網内の直列抵抗によって制限されます(ﾃﾞｰﾀｼｰﾄを
参照してください)。本質的にFETが入力を迂回して短絡し、濾波器網がﾁｬﾈﾙ間で小規模の相互作用をするので、ｾﾙ平衡FETのど
れか1つが許可されている間、ｾﾙ電圧入力の何処でも正確な電圧測定を実行することは不可能です。

充電中にｾﾙ平衡が実行された場合、ｾﾙ平衡FETは少量の充電電流にｾﾙの"迂回"を許し、従って積層内の他のｾﾙと同じ位多くの
充電を受け取りません。放電中、平衡はｾﾙに対して放電速度を増加します。平衡は一度に1つのｾﾙでだけ実行され、常に最高電圧
を持つｾﾙがその増加された放電速度を持つべきです。

4.2. ｽﾏｰﾄ電池の定義

ｽﾏｰﾄ電池には多くの形式、他のものよりも賢いものもあります。ｽﾏｰﾄ電池の最も簡単な形式は電池技術と充電法についての情報を
提供します。ｽﾏｰﾄ電池ｼｽﾃﾑ ﾌｫｰﾗﾑ(Smart Battery System Forum)によって提供された定義は、少なくてもｽﾏｰﾄ電池は充電の状況
(State-of-Charge)情報を提供することができなければならないと述べています。

Li-Ion電池に対して根本的に必要なのは回路短絡保護です。もっと複雑化した電池ﾊﾟｯｸは過充電、過放電、温度超過や、危険また
は電池寿命に影響を及ぼす敵になり得る他の状態を防ぐための強化した安全機構も含みます。
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4.2.1. 充電の状況(State of Charge)

これはそれが何をするかだけでなく何をしないかの両方に関して、ｽﾏｰﾄ電池の機能を定義するのに役立ちます。ｽﾏｰﾄ電池の技術
はｾﾙの動きを予測する算法とﾊｰﾄﾞｳｪｱの両方の手段によって電池の充電の状況(SoC:State-of-Charge)を追跡する方法を提供しま
す。従ってｽﾏｰﾄ電池は充電期間中に最適な電圧と電流を計算してｽﾏｰﾄ電池充電部へ要求を送ることができます。

更に、ｽﾏｰﾄ電池は残充電(容量)から最大限の利益を得るため、ﾎｽﾄ ｼｽﾃﾑにその電力の使い方の管理も許します。ｾﾙ電圧と充放
電電流の累積測定は何れかの予測に基き、故にATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽは高精度の測定と工場校正値を提供します。SMBus規約はこの
情報をﾎｽﾄ ｼｽﾃﾑへ提供する多数の命令を定義します。

4.2.2. 健全の状況(State of Health)

電池ﾊﾟｯｸの健全の状況は、それの充電の状況(SoC)の測定ではありませんが、それはむしろその電流容量だけでなく、充電を受け
入れて保持する能力もです。経年、充放電回数、その他の要素のため、ｾﾙ容量はその寿命に渡って自然に減少します。電池ﾊﾟｯｸ
の状態を査定できるのは有用で、故に置換が必要されるかもしれない時かどうかを決めることができます。ATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽには強
化された測定を提供してこの決定に於ける手助けに関して使用者定義の計算を実行する能力があります。電池ﾊﾟｯｸの容量はﾊﾟｯｸが
満充電または完全な放電状態に達した時に必ず供給されたｿﾌﾄｳｪｱで継続的に再校正されます。加えて高速応答電圧A/D変換器
は、ｸｰﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器と共に組み合わされた時に、ｾﾙのｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ測定を可能にします。ﾁｯﾌﾟ上のEEPROMも履歴上のﾃﾞｰﾀ
の恒久的な記憶を許すことによって寄与します。

4.3. ｽﾏｰﾄ電池とSMBus

SMBusはｽﾏｰﾄ電池で用いられる規約です。このﾊﾞｽと規約の基本構造はﾊｰﾄﾞｳｪｱを低い費用に保つ手段を提供し、同時に機能単
位部での柔軟な機能も提供します。SMBusは固有のｱﾄﾞﾚｽに応答する多数の節点(ﾉｰﾄﾞ)を許す規約です。この規約はﾊﾞｽに接続さ
れつつある複数主装置を処理し(調停制御)、節点が決してSMBusを固定化しないことを保証するように設計されています。ﾃﾞｰﾀの完
全性はﾊﾟｹｯﾄ誤り検査を使用することによって検査することができます。SMBusの仕様と詳細はwww.smbus.orgで得られます。

SMBus装置は製造業者情報を提供し、それの型式/部品番号が何かをｼｽﾃﾑに告げ、一時停止事象のためにその状態を保存し、各
種異常形式を報告し、制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀを受け入れ、そしてその状態を返すことができます。ｽﾏｰﾄ電池は自身の充電を管理し、異常を広
告し、低充電状態のﾎｽﾄを通知し、残動作時間を予測し、温度、電圧、電流の情報を提供し、そして正確な予測を維持するために継
続的に自己修正をすることができます。SMBus仕様は独立した5つの製造業者定義命令も許します。SMBus上のATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽ
の実装書き込みを実行するために、これらの1つがこの参照基準実装で使用されます。他の命令は初期化、削除、または校正の状
態検査に使用されます。

4.4. 非常に賢い電池制御器 - ATmega406

ｽﾏｰﾄ電池応用での使用に特に関係するATmega406の機能は次の通りです。

・ SMBus通信用の2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(TWI)
・ (ｸｰﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器として参照される)高分解能、高感度のA/D変換器
・ (電圧A/D変換器として参照される)多ﾁｬﾈﾙ12ﾋﾞｯﾄ電圧測定A/D変換器
・ 高精度、校正付き電圧基準
・ CPUから独立した電池保護回路
・ 統合されたﾁｯﾌﾟ上の校正付き温度感知器
・ 高電圧の能力持つ入力と出力のﾋﾟﾝ
・ 外部の充電、放電、予備充電のFET用の高電圧FET駆動部
・ 統合されたｾﾙ平衡FET
・ 起動ﾀｲﾏ
・ 独立したｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ
・ ﾁｯﾌﾟ上の低静止電流電圧調整器

4.4.1. 2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽとSMBus

ｽﾏｰﾄ電池ｼｽﾃﾑの通信構造はSMBusで、これは本質的に2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(TWI)に基きます。TWIとの1つの基本的な違いは、主に従
装置異常を認識することや、策定のような状態からの回復を許すために、SMBusが10kHzの最小ｸﾛｯｸ速度と35msのSMBCLKのLow
制限時間を指定していることです。

他の違いはSMBus装置が進行している通信での欠陥の認識と報告が予期されていることです。SMBus仕様に於いて2つの構造が提
供され、欠陥ﾊﾞｲﾄが受信された後のACKを保持すること、または25msよりも長い間ｸﾛｯｸ線をLowに保持することのどちらかによって
合図されます。この後者がこの設計で使用される機構です。

電池ﾊﾟｯｸが目的対象ｼｽﾃﾑに於いて取り去られたり、再挿入された時を検知するために追加のﾊｰﾄﾞｳｪｱが提供されています。このﾊﾞ
ｽ接続/切断機能はSMBus仕様に従った電池ﾊﾟｯｸ取り外し(切断)の指示を遅らせる時間的な濾過を含みます。
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4.4.2. A/D変換器

ATmega406は18ﾋﾞｯﾄ ｸｰﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器(CCADC)と12ﾋﾞｯﾄ電圧A/D変換器(VADC)の2つの独立したA/D変換器を含みます。
両方が内部の高精度校正付き電圧基準を使用します。

CCADCは電池ﾊﾟｯｸの入出で流れる電流を充分な精度で測定するのに使用され、電池の信頼に足る充電の状況(SoC)の監視を可
能にします。

CCADCの変位(ｵﾌｾｯﾄ)の工場校正は最大精度を保証するために実行されなければなりません。

VADCは個別ｾﾙの電圧、内部温度感知器からのﾁｯﾌﾟ温度を監視するのに使用され、電池の温度を監視するのに用いることができま
す。

これらのA/D変換器の能力と動作についてのより多くの詳細はATmega406のﾃﾞｰﾀｼｰﾄで得られます。

4.4.3. CPUから独立した電池保護

ATmega406の電池保護回路は電池ﾊﾟｯｸの電圧と電流の水準のCPUから独立したﾊｰﾄﾞｳｪｱ監視を提供し、2つの基本制御FETを中
止することによって重大な不具合を防ぐために、負荷または充電部から電池ﾊﾟｯｸを切断することができます。特に、深下電圧、充放
電両方の最中の過電流、回路短絡の、監視される4つの条件があります。回路短絡はそれがもっと素早く反応してより高い閾値を持
つことで放電過電流とは別個で、それに反して過電流保護はｾﾙの評価を越える条件を継続的に見ることを意図されています。

4.4.4. 高電圧許容入出力

ATmega406の多数のﾋﾟﾝは損傷なしで高電圧を受け入れる能力があります。これは充電部の存在を検知し、電池ﾊﾟｯｸを監視し、そし
て非常に少数の外部部品を使用して外部の高電流電池ﾊﾟｯｸ保護FETを直接制御することをATmega406に許します。

SMBus規格は重大な電池ﾊﾟｯｸ状態情報を充電部へ伝達することができる、付加的な冗長安全信号線も必要です。この線が電池ﾊﾟｯ
ｸの外側に接続されるので、電池ﾊﾟｯｸの正極の電圧からそれを保護するために特別な保護回路を必要としないので、この目的に高
電圧線(PC0)が使用されます。

4.4.5. 統合されたｾﾙ平衡FET

ATmega406の統合されたｾﾙ平衡FETは価値ある基板空間を節約し、その寿命全体に関して電池ﾊﾟｯｸの最大性能達成を助けます。
ﾊｰﾄﾞｳｪｱは与えられたどの時でも複数の平衡FETが許可されないことを保証します。本設計に於けるｿﾌﾄｳｪｱはｾﾙ電圧測定を実行
する時に正しい読み込みを与えるために平衡FETを自動的に禁止し、そして再許可します。

4.4.6. 低電力動作

低電力CPUｸﾛｯｸ動作形態、低静止電流電圧調整器、低電力起動ﾀｲﾏと発振器、そして低電力ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏの組み合わせは、絶
対最小電力を引き出す一方で全機能を提供することをATmega406に許します。それの低電力動作形態は電池ﾊﾟｯｸの残寿命(容量)
が回路の電力消費よりもむしろ自己放電によって決められることを保証します。

5. ｽﾏｰﾄ電池の実装
この応用のためのｿﾌﾄｳｪｱはdoxygen資料化で資料化され(readme.html)、これはｿｰｽと共にﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞされます。最初にｺﾝﾊﾟｲﾗの詳
細と設定についてｺﾝﾊﾟｲﾗ情報(Compilation info)項目をご覧ください。ｿﾌﾄｳｪｱはATAVRSB100開発基板ﾊｰﾄﾞｳｪｱに特定して目的対
象とされ、これはATMELの販売とATMELの代理店を通して購入することができます。ﾊｰﾄﾞｳｪｱはAVR454応用記述で独立して記述さ
れます。この応用記述とこの実装用のｿｰｽ ｺｰﾄﾞの両方はATMELのｳｪﾌﾞｻｲﾄ(http://www.atmel.com/products/avr/)で入手可能で
す。

以下の実装の説明は読者がSMBus、ｽﾏｰﾄ電池、再充電可能な電池に或る程度熟知しているとの仮定です。
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図5-1. ATmega406用の代表的な動作回路 (ﾃﾞｰﾀｼｰﾄから)
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5.1. ｿﾌﾄｳｪｱ実装の概要

ｿﾌﾄｳｪｱ実装はﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞと主電池応用の2つの独立したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄから成ります。ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞは応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのSMBusｺｰﾄﾞの部分一式
(SMBus上でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ作業を実行するのに充分なだけのｺｰﾄﾞ)を含みますが、割り込みを使用するよりもむしろﾎﾟｰﾘﾝｸﾞの規則で実
装されます(ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞに於いて割り込みは全く使用されません)。それは小さな命令解釈部と多数の低位ﾒﾓﾘ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ関数も含み
ます。任意選択で、転送中のﾒﾓﾘ ｲﾒｰｼﾞを保護するためにAESまたは他の暗号算法を追加できます。

応用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはもっと複雑です。一般的に、計時器割り込みは周期的な走査を実行するためにVADCを起動し、そして個別のSMBus
命令を支援するのに必要なﾃﾞｰﾀを生成するために、その結果で計算が実行されます。CCADCはそれの充電監視ﾃﾞｰﾀが準備可の
時にそれ自身の割り込みを生成し、そしてそれらが利用可能になる時にそれらの結果で計算が実行されます。SMBus通信はTWI割
り込みの状態機構によってほぼ完全に処理されます。ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0は8つまでの一般的な計時器事象使用者を許す周期的な計時器
計数を提供し、LEDのﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙと走査も制御します。

以下の表は各周辺機能の使い方とそれが使う割り込みを詳述します。

表5-1. 割り込みの使い方

ﾋﾟﾝ変化

TIMER1_COMP Timer.c (未使用)
ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ1

TIMER1_OVF Timer.c (未使用)

TIMER0_COMPA Timer.c LEDのﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙと多重化

ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0 TIMER0_COMPB Timer.c 主FET用PWM (現在未使用)

TIMER0_OVF Timer.c 2.048ms計時器計数

TWICD Smbus.c 電池ﾊﾟｯｸの挿抜通知
TWI

TWI Smbus.c SMBus規約状態機構

VADC ADC Analog.c ｱﾅﾛｸﾞ供給元の自動走査

CCCONV Analog.c 迅速応答、非累積電流測定

CCADC CCREG Analog.c 採取から集積電流測定への変更を起動

CCACC Analog.c 新しい累積電流測定が準備可であることを指示

EEPROM EE_RDY - (未使用)

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ SPM_READY - (未使用)

周辺機能 ｿｰｽ ﾌｧｲﾙ割り込み 使い方

電池保護 BP safety.c 異常状態のために電池ﾊﾟｯｸ切断

外部割り込み INT0～3 Gpio.c (未使用)

PCINT0 Smbus.c 主装置送信動作前のﾊﾞｽ ｱｲﾄﾞﾙに対するPA6のSMBCLK監視

PCINT1 Smbus.c (未使用)

ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ WDT Timer.c ｿﾌﾄｳｪｱの安全性

起動ﾀｲﾏ WAKEUP Timer.c 電池ﾊﾟｯｸが'ｽﾀﾝﾊﾞｲ'動作形態中の周期的な起き上がり

5.1.1. 通常ｺｰﾄﾞ実行

基本のｺｰﾄﾞ実行はﾊｰﾄﾞｳｪｱ初期化で始まります。全ての周辺機能と割り込み元が構成設定され、そして割り込みが許可されます。
SRAM変数が初期化され、通常実行の流れが始まります。

割り込みによって発動される通常の活動に加えて、主繰り返しのｺｰﾄﾞ実行に影響を及ぼすために使用される2つの主要な機構、一
般計時器と活動ﾌﾗｸﾞがあります。

ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0溢れ割り込みは8つの一般的なｿﾌﾄｳｪｱ計時器を提供します。これらの計時器が終了すると、対応する関数が(割り込み
処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)内から)呼ばれます(従ってその実行は非常に短くを守らなければなりません)。この関数は計時器を再始動、周辺機
能を許可または禁止、または他の小さな活動を行うかもしれません。大きな作業が実行されなければならない場合、この関数は活動
ﾌﾗｸﾞを掲げます。

活動ﾌﾗｸﾞは主繰り返しで監視されます。活動ﾌﾗｸﾞが掲げられると、1群の行動が取られ、そしてﾌﾗｸﾞが解除されます。一般計時器か
ら直接利用可能なものよりも長い間隔の時間を提供するために、一般計時器の1つのﾁｬﾈﾙが掲げる活動ﾌﾗｸﾞは主繰り返し内でより
長い間隔で順番に手繰ります。これらのより長い時間制限に基き、他の多くの稀に起こる行動が取られます。

このような活動の1つはSMBus規約によって必要とされるようなSMBus主装置単位転送処理の初期化です。他の活動はｾﾙ電圧、ﾁｯ
ﾌﾟ上の温度、そしてｻｰﾐｽﾀ読み取りを測定するためのVADC走査の初期化です。完全な走査が行われた後、VADCの変換結果はそ
れらのﾊﾟﾗﾒｰﾀを再計算するのに使用され、これは様々なSMBus変数を順に更新することに帰着します。

構造はVADC変換完了割り込み処理ﾙｰﾁﾝに於いて10個全てのVADCﾁｬﾈﾙの自動走査を処理することで確立されています。読み
取りの他にも、この走査はｾﾙ平衡FETの禁止と再許可を自動的に管理します。ｾﾙ入力で濾波器が使用されるため、ｾﾙ読み取りが
行われる前に完全な電圧に達することを濾波器に許すように、ｾﾙ平衡FETは走査に於いて充分早く禁止されなければなりません。
現在のｿﾌﾄｳｪｱ実装はｾﾙを走査する前に他の全てのﾁｬﾈﾙを走査し、従って濾波器のCR時定数に最大回復時間を許します。ｾﾙ平
衡の理屈のより多くも詳細については4.1.3.項をご覧ください。
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ｸｰﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器(CCADC)は電池ﾊﾟｯｸの動作形態に依存して、多くの異なる割り込みを利用します。表面のｺｰﾄﾞはｸｰﾛﾝ ｶｳ
ﾝﾀをどの形態で動作するのかを決め、これは更に電力管理の目的に対してもCCADC動作形態の選択に影響を及ぼします。加え
て、32.768kHzｸﾘｽﾀﾙ用発振器は低電力動作形態で使用される起動ﾀｲﾏにｸﾛｯｸを供給します。

図5-2.で示されるように、応用は最初に全部署を初期化し、その後に永遠の繰り返しに入ります。毎回の繰り返しに於いて、その繰り
返しは最初に応用の割り込みで制御された部分によって活動ﾌﾗｸﾞが設定されているかを検査し、それによって動きます。秒当たり4
回で1/4秒ﾌﾗｸﾞが設定され、そして規則的な作業を実行します。1/4秒ﾌﾗｸﾞ検査の内側に、使用者は秒毎に4回実行されるべき独自
のｺｰﾄﾞを挿入することができます。1/4秒ﾌﾗｸﾞが4回設定される毎、秒当たり1度、これらは秒毎に1度実行されるべき独自ｺｰﾄﾞを挿入
するための場所と同じです。

32.768kHz発振器の始動時にそれが安定するために最大2秒かかります。従って、発振器が始動される時に始動遅延計数器が初期
化されます。流れ図内の'～32.768kHz発振器許可'枠がこの遅延計数器を更新するための準備をし、始動遅延経過時に実時間時
計を許可します。

図5-2. 主繰り返しの概要

主繰り返し

全部署初期化

何れかの活動
ﾌﾗｸﾞ設定 ?

VADC
走査完了 ? VADC走査結果処理

1/4秒計時器
経過 ?

1/4秒計時器再始動

ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ再始動

4回(1秒経過) ? 新規VADC走査開始

警報形態
ﾌﾗｸﾞ設定 ?

ﾌﾗｸﾞ解除、
警報ﾒｯｾｰｼﾞ間

遅延計時器再始動

SMBus主装置
送信 ?

異常符号解除、
内部ﾒｯｾｰｼﾞ

遅延計時器再始動

到着SMBusﾒｯｾｰｼﾞ処理、
待機中ﾒｯｾｰｼﾞ送信開始

LEDの状態更新

始動遅延経過なら、
32.768kHz発振器許可

それが停止なら、
1/4秒計時器再始動

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

秒毎に1回実行される
べきｺｰﾄﾞをここに挿入
することができます。

使用者はここに独自の活動
ﾌﾗｸﾞの処理を挿入すること
ができます。

秒毎に4回実行される
べきｺｰﾄﾞをここに挿入
することができます。

充放電制御、ｾﾙ平衡、熱検査の殆どはVADC走査手順が終了された時で、秒毎に1度実行されます。そして更新されたA/D変換読
み取りが利用可能になり、処理の準備が整います。
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継続的に警報ﾒｯｾｰｼﾞを生成することから警報状態を
防ぐため、警報ﾒｯｾｰｼﾞ間遅延計数器が実装されて
います。これは持続性の警報ﾒｯｾｰｼﾞが10秒毎に1度
だけ送られるように構成設定されます。SMBus仕様も
最大60秒間、警報警告ﾒｯｾｰｼﾞの送信を一時的に禁
止することをﾎｽﾄに許します。図5-2.の流れ図での"警
報形態ﾌﾗｸﾞ設定 ?"判断枠は必要とされる時に、この
計時器を開始するための準備を行います。この計時
器が経過すると、警報形態が自動的に再許可されま
す。

ﾒｯｾｰｼﾞがSMBusｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ上に送信されてしまうと、
"SMBus主装置送信 ?"判断枠はﾊﾞｽ上に送信される
ﾒｯｾｰｼﾞ間に或る空間を置くためのﾒｯｾｰｼﾞ間遅延計
数器を始動するための準備を行います。

図5-3. "A/D変換走査結果処理"の流れ図

A/D変換走査結果処理

生のA/D変換試料から
尺度調整した値を計算、

過電圧または過小電圧で切断

平衡が必要かを検査するために
ｾﾙ電圧を比較

定義された限度に対して
温度値を比較

60秒以上禁止なら、
警報形態を再許可

他の警報条件検査

待機中SMBusﾒｯｾｰｼﾞ送信開始

継続

この実装に於いて、'残時間
'と'残容量'に関する警報が
検査されます。ここに他の
検査を挿入することができま
す。

ここにｾﾙ電流読み取り処理
用ｺｰﾄﾞを挿入することがで
きます。

ここに外部ｻｰﾐｽﾀ取り処理
用ｺｰﾄﾞを挿入することがで
きます。

5.2. 電池の充電と放電

ｾﾙの充電管理に於いては電圧、電流、温度の3つの要素が関係します。電流を監視することにより、ｾﾙの残容量がどれ位か、また
は充電動作がどれ位長くかかるのかを推測することが可能です。温度はｾﾙ容量の予測だけでなく充電ﾊﾟﾗﾒｰﾀにも影響を及ぼすか
もしれず、また安全監視ﾂｰﾙでもあります。

充電の状況(SoC)情報を維持するのに3つの変数が使用されます。それらは次の通りです。

・ RunningAcc
・ MaxTopAcc
・ MaxBottomAcc

RunningAccは何時も現在の充電の状態(SoC)を保持します。この値が負になるかもしれない(特に電池ﾊﾟｯｸが未だ完全に校正されて
いない場合)ことが有り得ます。通常動作では、電池ﾊﾟｯｸが満充電に達した時に、この値が現在値とMaxBottomAcc間の差にﾘｾｯﾄさ
れ、更にMaxTopAccはその結果と同様に割り当てられ、そしてMaxBottomAccが0にされます。同様の近似が完全放電に於ける再校
正に用いられます。

この参照基準実装がｽﾏｰﾄ電池に必要とされる基本的なﾃﾞｰﾀ採取と報告の関数の全てを提供するとは言え、ｿﾌﾄｳｪｱ算法は特定の
充電制御法だけでなく正確な容量予測も提供するように追加されなければなりません。

5.3. 電圧ADCの結果

ｾﾙ電圧は電圧A/D変換器(CADC)によって測定されます。最大4つのｾﾙを個別に測定することができます。VADC自身の範囲は0～
1.1Vですが、ｾﾙ電圧は概ね0～6.2Vの範囲を許す概ね5.6の係数によってﾊｰﾄﾞｳｪｱで縮尺されます。0～1.100Vの入力範囲を網羅
するのに利用可能な12ﾋﾞｯﾄで、識別可能な電圧増量は前置縮尺なしとの仮定で1.100V÷4096=268μVです。前置縮尺有りで、概ね
1.5mVに対応する段階です。最大精度を保証するため、正しい利得に対する校正ﾃﾞｰﾀが85℃での工場検査中に生成され、識票列
に格納されます(詳細についてはATmega406のﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください)。この格納領域から望む値の読み込みを処理するため
の関数呼び出しが提供されます。

参照基準ｿﾌﾄｳｪｱでは秒毎にVADC変換が開始されます。この変換の完了時にADC_INT割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)が変換結果を格
納し、そして自動的に次のVADC入力に切り換えて新しい変換を始めます。この周回は全ての入力が読まれるまで続きます。この処
理中、ｾﾙ平衡FETが禁止され、その後の適切な時に再許可されます。ｾﾙ平衡FETが禁止される点は512μs VADC変換時間の倍数
として選ばれ、現在は512μsに設定されています。現在の500Ω+500Ωと0.1μFの回路定数で、これは5RC時定数以上に相当し、
従って電池が無視して良いほどの内部抵抗を持つ限り、誤差は取るに足らない値です。

5.3.1. 識票列ﾃﾞｰﾀを使用するVADCの結果補償

ATmega406は工場で決定された校正値を含みます。始動でそれらの値をSRAMに読むのと、影響を及ぼされる周辺機能を調整する
ためにReadFactoryCalibration()関数が実装されています。校正値はRC発振器、ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ、ﾁｯﾌﾟ上温度感知器、それと4つのｾﾙ
入力に対して利用可能です。

4つのｾﾙ測定ﾁｬﾈﾙのようないくつかの場合に於いて、工場校正値は周辺機能を直接調整するよりもむしろ更なる計算の一部として
使用されなければなりません。
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ｾﾙ校正値が簡単な2進演算の使用を通してSMBus命令に関して必要とされるようなmVの結果を生じるとは言え、SMBus仕様は全体
的な温度よりもむしろ0.1°Kの増量で生成されるべき温度ﾃﾞｰﾀを必要とします。それはそれとして、ﾁｯﾌﾟ上温度感知器から温度を得
るための計算は直線のようではありません。CalculateADCresults()ﾙｰﾁﾝは利用可能な校正ﾊﾟﾗﾒｰﾀを用いて計算の全てを実行しま
す。

式5-1.は生のA/D変換読み取り値と電圧ADCｾﾙ利得(VADCCG)校正語からｾﾙ電圧がどう計算されるかを示します。結果の値はmV
で与えられます。

式5-1. mVで正しいｾﾙ電圧を得るための計算

Vcell [mV] =
A/D変換読み取り値×VADCCGCalib

214

式5-2.は生のA/D変換読み取り値と絶対温度比例電圧(VPTAT)校正語から内部温度がどう計算されるかを示します。式は°Kと
1/10°Kで温度を得る方法を示します。

式5-2. °Kと1/10°Kで温度を得るための計算

温度 [1°K] =
A/D変換読み取り値×VPTATCalib

214

温度 [0.1°K] =
A/D変換読み取り値×VPTATCalib×10

214

5.4. ｸｰﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器の結果

電流はｸｰﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器(CCADC)によって監視されます。CCADCは3つの主な特徴、累積電流測定、瞬時電流測定、定常電
流条件の検出を提供します。これら3つの形態の各々は専用の割り込みを持ちます。参照基準ｿﾌﾄｳｪｱに於いて3つ全ての形態が使
用されます。累積電流変換の結果が最も正確です(符号を含めて18ﾋﾞｯﾄ)。瞬時電流変換の結果はより低い分解能(符号を含めて13
ﾋﾞｯﾄ)ですが、系変更に非常に高速な応答を許す、3.9ms毎に新しい出力を提供します。この結果はSMBus報告用のCurrentとAvera 
geCurrentのﾊﾟﾗﾒｰﾀ比較に使用されます。接続された系が非常に低い電力動作形態で動く時に、ATmega406の動作電力を更に減
らすことが有利で、故にそれは電力消費を左右しません。これらの場合、CCADCを禁止して測定された電流よりもむしろ予測した電
流を累積しても差し支えありません。定常電流割り込みは目的対象の系がより高い電力動作形態に切り換えられ、故にCCADCが再
許可され得るかを検出するための機構を提供します。

累積電流変換は符号+17ﾋﾞｯﾄの結果を生成します。変換器の入力信号の実際の範囲は±VREF/5または±0.22Vに指定されており、
変換器の段階量は従って(0.22V÷217)=1.678μVです。けれども、この範囲の上端近くでの直線性の問題のため、CCADCの全入力
電圧範囲を使用することは推奨されません。従って使用することができる範囲は±0.15Vに指定され、これは概ね0.22V÷　 2です。
以下は例です。

5000mAhの電池ﾊﾟｯｸが使用される仮定です。ここでは電流だけに関心があるため、電池ﾊﾟｯｸの電圧は無関係です。5mΩの検出抵
抗を通して流れる1Aの充電電流は毎秒にCCACC結果ﾚｼﾞｽﾀで14,898.69計数を与えます。この結果は15ﾋﾞｯﾄ(14ﾋﾞｯﾄ+符号ﾋﾞｯﾄ)を
消費します。この電池ﾊﾟｯｸは１時間または3600秒間だけ電流の流れを生成し得るため、合計の累積された結果は(15+12)または27
ﾋﾞｯﾄで適合するでしょう。従って、5mΩの検出抵抗使用時に、32ﾋﾞｯﾄ符号付き整数は200,193mAhの電池ﾊﾟｯｸを扱うことができます。
CCADCの入力電圧範囲のために許された流れの最大電流を高くすることができず、故に電流の流れは30Aに制限されなければなり
ません。更に、SMBusのSpecificationInfo()命令で尺度係数が指定されなければ、SMBus命令は32,767mAhまでだけを許すように制
限され、従ってこの結果は6の係数によって容易に適合します。明らかに、累積された充電を保持するのに32ﾋﾞｯﾄ値を使用することは
今日のﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ系に対して充分以上です。従ってより高い値の検出抵抗を使用することができ、低電流読み取りに於いて更にもっと
分解能を与え、特に6×5mΩまでは32ﾋﾞｯﾄ累積器が溢れることなく、同時に可能なSMBus電池ﾊﾟｯｸ最大容量を未だ許して使用する
ことができます。

存在するどんなCCADC変位(ｵﾌｾｯﾄ)も、累積前に各試料から取り除かれるべきです。このような変位が温度によって影響を及ぼされ
るかもしれないので、付加的な算法が必要とされるかもしれません。変位の分解能が変換器の段階量に制限されるため、より小さい
電流に関し、変位に整数値を使用できるだけの誤差は結果のより大きい部分になります。この事実は周期的な採取または予測され
た測定を使用するために累積器形態を使用することから変更が行われる点だけでなく、検出抵抗の値の両方を決めるかもしれませ
ん。

5.4.1. CCADC結果の尺度調節

CCADCは5mΩを通して335.6μAに対応する1.678μVの段階で累積するため、累積された結果は報告目的のために1mAhに対応す
るように調整されなければなりません。尺度調節係数は(1÷0.3356)×3600=10,727です。0.3356mAsから1mAhの尺度へ変換するた
めに、累積された結果がこの数値によって除算されなければなりません。確かめるために、1時間の間、1Aの電流が流れていると仮
定してください。累積された計数値は秒当たり2979.7、または時間当たり10,727,056になるでしょう。10,727による除算は1000を生じ、
これはmAhの尺度でです。

16ﾋﾞｯﾄ整数による32ﾋﾞｯﾄ整数の除算実行は32ﾋﾞｯﾄの結果を生成します。けれども、32ﾋﾞｯﾄ累積器の合計値が常に336,582,624(215× 
10,727)よりも小さければ、除算の結果は溢れません。直前に検討したように、SMBus命令は上限として32,768mAhを持ち、故にこれ
は5mΩの検出抵抗が使用される時に問題となりません。
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5.5. 顧客校正

OptionalMfgFunction4 SMBus命令を使用して使用者は内部1.100V基準電圧と充放電電流測定変位(ｵﾌｾｯﾄ)の校正を制御します。
SMBus命令は5.9.1.項で記述されます。ｿﾌﾄｳｪｱは2つの校正操作に対して独立した状態機構を維持します。OptionalMfgFunction4を
読み込み動作で使用すると、両方の状態機構に関して現在の校正状況が返されます。けれども、書き込み動作でこの関数を使用す
ると、状態要求が格納され後で主繰り返しに於いて処理されます。

図5-4. 校正語の使い方

(未使用)

電流測定変位(ｵﾌｾｯﾄ)
内部1.100V基準電圧

LSBMSB

0 0

状態読み込み 要求書き込み

未校正 (N/A)

0 1校正中 校正開始

1 0失敗 校正削除

1 1校正済み 校正再格納

図5-5. 校正状況

有効な
校正値 ?

未校正

校正済み

失敗

校正中

校正成功 ?

有効な
校正値 ?

始動/ﾘｾｯﾄ

校正ﾙｰﾁﾝ完了

NO

YES

NO

YES

NO

YES

要求: 校正開始

要求: 校正開始

要求: 校正開始

要求: 校正値削除
要求: 校正値削除

要求: 旧校正値再格納

5.5.1. 内部1.100V電圧基準校正

電圧基準校正はanalog.hﾌｧｲﾙ内のCalibrateVREF()関数で実
装されます。この関数は校正を始める前にPV1(ｾﾙ1)ｱﾅﾛｸﾞ入
力に4.096Vの高精度基準電圧が接続されていることを仮定し
ます。4.096Vが存在しない場合、校正は失敗しますが、仮に
充分に近い電圧が存在する場合はVREFが誤って校正され、
その後のA/D変換測定が不正になるでしょう。校正が失敗し
た場合、電圧基準は工場校正値にﾘｾｯﾄされますが、旧校正
値は未だEEPROM内に有り、再格納(再設定)することができま
す。

ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ基準電圧校正ﾚｼﾞｽﾀのBGCRRとBGCCRのより多
くの詳細についてはATmega406のﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してくださ
い。

図5-6. CalibrateVREF()用流れ図

CalibrateVREF()

工場校正値使用
(VREF=1.100V@85℃)

4.096V外部基準電圧測定

⊿V/⊿℃傾斜修正に
必要なBGCRR値計算

外部基準測定が期待値を
与えるまでBGCCR調整

BGCCR適合 ?

校正ﾊﾟﾗﾒｰﾀ保存

復帰 (成功)

復帰 (失敗)

NO

YES

5.5.2. CCADC変位(ｵﾌｾｯﾄ)校正

電流測定変位(ｵﾌｾｯﾄ)またはCCADC変位用の校正はanalog.hﾌｧｲﾙ内のCalibrateCCoffset()関数で実装されます。この関数は校正
開始前の1秒間、検出抵抗を通る電流が0であると仮定します。その後、CCADCからの結果が変位校正値を更新するのに使用され
ます。測定された変位が予め定義された値の外側の場合、校正処理は失敗し、変位校正値が既定の0値に設定されます。
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5.5.3. 校正値の格納

校正ﾙｰﾁﾝが成功なら、ee.hで与えられるｱﾄﾞﾚｽで結果の値がEEPROM内に格納されます。ATmega406がﾘｾｯﾄされた時に有効な値
があるかどうかを検査し、そうならばそれらを用いてそれを反映するように校正状況を更新します。

5.6. 電池保護

電池保護割り込み(BPINT)は電池保護ﾊｰﾄﾞｳｪｱによって障害状況が検出されたことを示します。安全機構に躓くと(安全機構が働い
たなら)、電池ﾊﾟｯｸをﾊﾟﾜｰｵﾌ動作形態に強制しますが、ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞを手助けするのに、ﾊﾟﾜｰｵﾌ動作形態へ移行する理由を示すため、
最初にEEPROMへ状態ﾌﾗｸﾞが書かれます。これはDoShutdown()ﾙｰﾁﾝで実装され、理由符号はpwrmgmt.hﾌｧｲﾙで定義されます。こ
の実装では、電池保護が起動される時にSMBusへ異常ﾒｯｾｰｼﾞが全く送られません。

5.7. 電池ﾊﾟｯｸ形態設定

pack.hﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙと関連する他のﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙは積み重ねられるｾﾙ数だけでなく、過電圧、過小電圧、過電流、温度ﾊﾟﾗﾒｰﾀのような
電池ﾊﾟｯｸの重要なﾊﾟﾗﾒｰﾀをも定義します。

ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ中、ﾊｰﾄﾞｳｪｱとｿﾌﾄｳｪｱの誤り検出機構の予期せぬ起動を防ぐためにこれらの値を変更することが役立つかもしれません。こ
のような機構が働く場合、代表的にｿﾌﾄｳｪｱがAVRを休止形態に強制し、ﾘｾｯﾄが発行されるまでJTAG経由でのCPU制御失敗に帰着
することに注意してください。

5.8. LED制御

5つの外部LEDの明るさを制御するのにOC0AのPWM出力が使用されます。これらのLEDはどんな目的にも使用できますが、代表的
に充電表示として使用されます。ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0比較A割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)の内側に於いて、計数器変数が各LEDに対応する制
御信号間を周回し、そのLEDがLEDﾌﾗｸﾞ全体変数で許可されているならばその出力をLowに強制します。従って電池容量表示器関
数は、LEDが許可か禁止かを決めること以外に、その動作に関する本筋のｺｰﾄﾞが全く必要ありません。

5.9. SMBus規約実装

参照基準ｿﾌﾄｳｪｱはｽﾏｰﾄ電池ﾃﾞｰﾀ仕様1.1版で必要とされる命令1式を完全に実装します。警報警告ﾒｯｾｰｼﾞ($16命令)、充電電流
($14)、充電電圧($15)はSMBus主装置動作形態に於いてｿﾌﾄｳｪｱによって生成されるﾒｯｾｰｼﾞだけです。他の全ての命令はSMBus従
装置としての電池ﾊﾟｯｸによって扱われます。従装置の時はﾃﾞｰﾀを受け入れるか、またはｽﾏｰﾄ電池ﾎｽﾄやｽﾏｰﾄ電池充電部から始め
られた命令への応答としてﾃﾞｰﾀを提供するかのどちらかです。

SMBus命令に関して維持される全ての語の大きさのﾃﾞｰﾀはSV共用体変数内に保持されます。smbus.hﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙはﾊﾞｲﾄ単位のｱｸｾ
ｽを提供するSMBvariables[][ ]配列経由、または語単位のｱｸｾｽを提供するSMBvar_int[ ]配列のどちらかでこのﾃﾞｰﾀをｱｸｾｽするため
の2つの異なる方法を含みます。この接近法はﾌﾗｸﾞとのやり取りとﾊﾞｲﾄ幅のﾃﾞｰﾀの時にｺｰﾄﾞ量を減らして速度を改善します。

表5-2.はこれらの変数の各々の既定値での詳細を提供します。



13

AVR453

表5-2. SMBus命令と既定ﾃﾞｰﾀ値

命令(ID) 既定値ﾃﾞｰﾀ方向とﾃﾞｰﾀ量 ﾃﾞｰﾀ元

製造業者ｱｸｾｽ [$00]
(ManufacturerAccess)

読み込み/書き込み
・語

$4060 始動で初期化

残容量警報 [$01]
(RemainingCapacityAlarm)

読み込み/書き込み
・語

PACK_DESIGNCAPTYP(注)/10 電池仕様から

残時間警報 [$02]
(RemainingTimeAlarm )

読み込み/書き込み
・語

10 sbbat110より、4.4.1.項

電池形態 [$03]
(BatteryMode)

読み込み/書き込み
・語

0 sbbat110より、5.1.4.項

充放電速度 [$04]
(AtRate)

読み込み/書き込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.5.項

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.6.項
AtRateでの満容量までの予測残り時間

(AtRateTimeToFull) [$05]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.7.項
AtRateでの空までの予測残り動作時間

(AtRateTimeToEmpty) [$06]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.8.項
10秒間、AtRateで供給可

(AtRateOK) [$07]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.8.項
10秒間、AtRateで供給可

(AtRateOK) [$07]

温度
(Temperature) [$08]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 ﾁｯﾌﾟ上温度感知器

電池ﾊﾟｯｸ電圧
(Voltage) [$09]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 VADC読み取り

電池電極通過(充放電)電流
(Current) [$0A]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 CCADC瞬時変換値

平均電池電極通過(充放電)電流
(AverageCurrent) [$0B]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 CCADC瞬時変換平均値

最大誤差
(MaxError) [$0C]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.13.項

満充電容量に対する%での予測残容量
(RelativeStateOfCharge) [$0D]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.14.項

理論容量に対する%での予測残容量
(AbsoluteStateOfCharge) [$0E]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.15.項

残容量
(RemainingCapacity) [$0F]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.16.項

満充電容量
(FullChargeCapacity) [$10]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.17.項

現状放電速度での予測残電池寿命
(RunTimeToEmpty) [$11]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.18.項

移動平均での予測残電池寿命
(AverageTimeToEmpty) [$12]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.19.項

移動平均での満充電までの予測時間
(AverageTimeToFull) [$13]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.20.項

望む充電電流(速度)
(ChargingCurrent) [$14]

読み込み・語または
充電部へ書き込み

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.2.1.項

望む充電電圧
(ChargingVoltage) [$15]

読み込み・語または
充電部へ書き込み

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.2.2.項

電池状態
(BatteryStatus) [$16]

読み込み・語または
ﾎｽﾄへ書き込み

$0080 sbbat110より、4.4.1.項

電池が経験した充放電周回数
(CycleCount) [$17]

読み込み
・語

0 sbbat110より、4.4.1.項

新電池に於ける理論容量値
(DesignCapacity) [$18]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 電池仕様から

注: 電池ﾊﾟｯｸに対するmAhでの代表的な容量です。pack.hで定義されます。
次頁へ続く
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表5-2 (続き). SMBus命令と既定ﾃﾞｰﾀ値

命令(ID) 既定値ﾃﾞｰﾀ方向とﾃﾞｰﾀ量 ﾃﾞｰﾀ元

新電池に於ける理論容量値
(DesignCapacity) [$18]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 電池仕様から

新電池に於ける理論電圧値
(DesignVoltage) [$19]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 電池仕様から

仕様版番号と電圧/電流の尺度調整
(SpecificationInfo) [$1A]

読み込み
・語

$0031 sbbat110より、5.1.25.項

ｾﾙ ﾊﾟｯｸ製造日付
(ManufactureDate) [$1B]

読み込み
・語

必要に応じて計算されます。 sbbat110より、5.1.26.項

通番
(SerialNumber) [$1C]

読み込み
・語

使用者定義 sbbat110より、5.1.27.項

(予約) [$1D～$1F] N/A N/A N/A

製造業者名
(ManufacturerName) [$20]

読み込み
・文字列/塊

使用者定義 sbbat110より、5.1.28.項

電池名称
(DeviceName) [$21]

読み込み
・文字列/塊

使用者定義 sbbat110より、5.1.29.項

電池の化学特性
(DeviceChemistry)  [$22]

読み込み
・文字列/塊

"LION" sbbat110より、5.1.30.項

電池製造業者によって決められる内容
(ManufacturerData) [$23]

読み込み
・文字列/塊

使用者定義 sbbat110より、5.1.31.項

(予約) [$24～$2E] N/A N/A N/A

任意選択製造者機能5
(OptionalMfgFunction5) [$2F]

読み込み
・塊

N/A ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ

(予約) [$30～$3B] N/A N/A N/A

任意選択製造者機能4
(OptionalMfgFunction4) [$3C]

読み込み
・語

N/A 校正状況

任意選択製造者機能3
(OptionalMfgFunction3) [$3D]

読み込み
・語

N/A N/A

任意選択製造者機能2
(OptionalMfgFunction2) [$3E]

読み込み
・語

N/A N/A

任意選択製造者機能1
(OptionalMfgFunction1) [$3F]

読み込み
・語

N/A N/A

SMBus命令1式によって必要とされる全変数の局所的な複製がSRAM内に保持されます。いくつかの場合ではそれらの値が読み込
み専用として扱われ、他の場合では電池ﾊﾟｯｸ、ﾎｽﾄ、充電部、またはそれらのどれかが変数を変更するかもしれません。

いくつかの変数は他の命令や変数に影響を及ぼします。例えば、CapacityModeﾌﾗｸﾞはmA対mWに関係する全ての計算に影響を及
ぼします。より多くの情報についてはｽﾏｰﾄ電池ﾃﾞｰﾀ仕様の5.1.4.項をご覧ください。AtRate()関数は与えられた速度での充電または
放電のどちらかに対する残時間を決めるための2段階手順の一部です。AtRate()命令のより多くの情報についてはｽﾏｰﾄ電池ﾃﾞｰﾀ仕
様の5.1.6.項をご覧ください。SpecificationInfo()命令は非常に高い容量と高電圧のﾊﾟｯｸを許すために電池ﾊﾟｯｸの電圧と電流に対す
る縮尺ﾊﾟﾗﾒｰﾀを定義するﾋﾞｯﾄを含みます。SpecificationInfo()命令のより多くの情報についてはｽﾏｰﾄ電池ﾃﾞｰﾀ仕様の5.1.25.項をご
覧ください。

5.9.1. SMBus従装置動作

従装置形態のSMBus通信はAVRに於いて殆ど完全に割り込み駆動にされます。ATmega406のTWI部署は例えTWI周辺機能へのｼ
ｽﾃﾑ ｸﾛｯｸが許可されていなくても、主装置からの従装置ｱﾄﾞﾚｽ送信を受信することができます。そのﾊﾞｲﾄの完了に於いて、受信した
ｱﾄﾞﾚｽがTWI従装置ｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ(TWAR)に書かれたものと一致し、そして許可されていれば割り込みが生成されます。これはﾊﾟﾜｰｵ
ﾌを除く全ての休止形態からATmega406を起します。

ｸﾛｯｸ(SCL/SMBCLK)とﾃﾞｰﾀ(SDA/SMBDATA)の両方の線が2秒以上の間Lowになることによって決められるように、SMBus自身が非
活性の時に、TWIﾊﾞｽ接続/切断割り込みはそれがﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ動作形態に切り換わるかもしれないことをｽﾏｰﾄ電池に警告します。同
容に、ﾊﾞｽの活動が再開する時に、動作を回復するために同じ割り込みが直ちにATmega406を起します。

一旦ｼｽﾃﾑが活性になると、電池ﾊﾟｯｸのｱﾄﾞﾚｽに一致する受信に於いて、TWI割り込み処理ﾙｰﾁﾝは状態機構の手段によって規約
の状態を追跡します。図5-7.の構成図がその動きを定義します。
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図5-7. TWI割り込み処理ﾙｰﾁﾝ用流れ図

ｱｲﾄﾞﾙ TW_Wait4Cmd

有効命令 ?

TW_Wait4Data

ﾊﾞｽ時間超過生成 TW_Wait4RW

TW_ReplyData

YESNO

異常 RCMD 異常
RDATA

RDATA停止

制限時間経過

異常,停止

異常
異常

ACK,SLA_R

再送開始

NAK開始

停止

TW_MSLA_W
(SLA+W送信)

TW_MCMD_W
(緩衝された命令、
次にﾃﾞｰﾀを送信)

ﾃﾞｰﾀ終了 ?停止条件送出
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ACK異常
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従装置形態状態

主装置形態状態

AVRが命令ﾊﾞｲﾄを受信すると、SMBus従装置形態に対して命令が有効なことを検査するために表参照が用いられます。それがそう
でなければ、誤った送信者に通知するためにﾊﾞｽ時間超過異常が生成されます。命令が有効なら、ﾊﾞｽはTWI割り込み要求ﾌﾗｸﾞ
(TWINT)を解除(0)して状態機構を進めることによってﾊﾞｽが再許可されます。

5.9.1.1. SMBus従装置書き込み

命令ﾊﾞｲﾄの応答語のﾊﾞｽでの次の動きがﾊﾞｲﾄ受信なら、これは書き込み動作手順を示し、故に状態機構は従装置受信形態に留
まって残りのﾃﾞｰﾀを収集します(図5-7.をご覧ください)。全てのﾊﾞｲﾄが受信されると、受信した命令を処理するために表面のｺｰﾄﾞに対
して要求するﾌﾗｸﾞが設定されます。

図5-8. SMBus従装置書き込み命令例

S 従装置ｱﾄﾞﾚｽ W A 命令符号 A ﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄ A P

S 従装置ｱﾄﾞﾚｽ W A 命令符号 A ﾃﾞｰﾀ下位ﾊﾞｲﾄ A Pﾃﾞｰﾀ上位ﾊﾞｲﾄ A

S 従装置ｱﾄﾞﾚｽ W A 命令符号 A ﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄ A PPEC A

ﾊﾞｲﾄ書き込み規約形式:

語書き込み規約形式:

PEC付きﾊﾞｲﾄ書き込み規約形式:

:主装置⇒従装置 :従装置⇒主装置

表面のｺｰﾄﾞに於いて、PECが送られたことをﾊﾞｲﾄ数が示す場合にPEC確認が実行されます。一旦ﾃﾞｰﾀが有効と判断されると、各関
数がそれと唯一の命令に対応する関数への位置指示子の表への指標として命令ﾊﾞｲﾄが用いられます。殆どの場合に於いて、関数
は受信したﾃﾞｰﾀをSRAMに基くSMBus変数に書きます。必要される他の活動も取られます。一旦活動が完了されると、ﾊﾞｽが再許可さ
れ、そして更なる転送の準備が整います。ｿﾌﾄｳｪｱに変更が行われる場合、25msか、または電池ﾊﾟｯｸがﾊﾞｽ時間超過異常を生成する
とﾎｽﾄが仮定するかもしれない時未満で、ﾊﾞｽが再許可されることが重要です。
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5.9.1.2. SMBus従装置読み込み

代わりに、命令ﾊﾞｲﾄを受信した後の次のﾊﾞｽの動きが再送開始の場合、これは読み込みが要求されつつあることを示します(図5-9.を
ご覧ください)。命令値が格納されて表面のｺｰﾄﾞに要求するためにﾌﾗｸﾞが設定され、後で主繰り返しに於いて応答のためのﾃﾞｰﾀを生
成します。命令値は関数に対する位置指示子の表への変位として表面のｺｰﾄﾞによって使用されます。参照された関数は要求された
ﾃﾞｰﾀを組み立てて、必要ならばﾊﾟｹｯﾄ誤り検査符号(PEC)を計算し、そしてﾊﾞｽ主装置へ戻すﾃﾞｰﾀを送出するための手順を起動しま
す。

図5-9. SMBus従装置読み込み命令例

S 従装置ｱﾄﾞﾚｽ W A 命令符号 A ﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄ A Pﾊﾞｲﾄ読み込み規約形式:

:主装置⇒従装置 :従装置⇒主装置

S 従装置ｱﾄﾞﾚｽ R A

5.9.1.3. SMBus時間超過異常生成

流れの中の適切な点で異常検査が実行されます。例えば、無効命令が受信された場合、これは直ちに検知することができます。異
常が検出されると、ATmega406はTWI状態機構のｱｲﾄﾞﾙ(IDLE)状態に戻り、TWI制御ﾚｼﾞｽﾀ(TWCR)のTWI割り込み要求(TWINT)ﾌﾗ
ｸﾞを解除(0)せず、これによってSCL線をLow持続に置きます。25msの計時器も開始され、この計時器が経過した時に表面のｺｰﾄﾞは
TWINTを解除(0)することによってSCL線を開放し、TWI周辺機能をｱｲﾄﾞﾙ状態にﾘｾｯﾄし、そしてSMBusは活動を再開するために自由
になります。より多くの詳細については5.9.3.項をご覧ください。

5.9.2. SMBus主装置動作

主装置動作は表面のｺｰﾄﾞによって始められます。代表的に計時器事象経過によって引き起こされる、主装置動作経由での送信に
関してﾒｯｾｰｼﾞが利用可能なら、それはTWI主装置送信緩衝部に置かれます。けれども、SMBusはﾊﾞｽ主装置が50μs間のﾊﾞｽ ｱｲﾄﾞﾙ
検査を必要とすることが必要条件なので、送信を直ちに始めることができません。

この必要条件に合わせるため、ﾊﾞｽ ｱｲﾄﾞﾙ状態を監視するのにATmega406のﾋﾟﾝ変化検出機構が使用されます。この参照基準設計
はPA6がSMBCLK(SCL)信号に接続されていると仮定します。代替として、使用者特定実装に於いて、PA6の代わりにﾋﾟﾝ変化能力を
持つどの入出力信号も使用することができます。SCL線とSDA線が汎用入出力ﾎﾟｰﾄと共用されないためにSCL線を直接読めないか
もしれないことに注意してください。

ﾊﾞｽの効力を保証するために多段法が使用されます(図5-10.参照)。最初は、送信緩衝部内のﾒｯｾｰｼﾞの存在が主装置動作を管理
する表面のｺｰﾄﾞの実行に帰着します。次に、従装置状態機構がｱｲﾄﾞﾙ(IDLE)状態でないなら、ﾊﾞｽの制御を取る試みは全く行われま
せん。次に、SCL線が現在論理0状態でないことを保証するために、PA6を読むことによってSCL線が検査されます。この点でﾊﾞｽが開
放と思われ、故に最後の段階として、今や50μsのﾊﾞｽ開放検査が始まったことを示すためにﾌﾗｸﾞ(TEST50US)が掲げられます。この
時間の間中、PA6のﾋﾟﾝ変化割り込みを許可する方法によってSCL線が監視されます。その後に表面のSMBus主装置動作管理ｺｰﾄﾞ
を抜けます。1MHzのｸﾛｯｸ速度で50μsは多くても50(CPU)命令に対応します。従って、ｺｰﾄﾞが再許可される時に最低50μs経っている
ことが保証され、故に計時器の使用によって50μsのﾀｲﾐﾝｸﾞを処理することは必要とされません。

図5-10. ｽﾏｰﾄ電池からの主装置送信の開始
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ﾋﾟﾝ変化割り込みが許可されていると、どのﾊﾞｽ活動も割り込みを起動します。対応する割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)はTEST50USﾌﾗｸﾞを
解除し、ﾊﾞｽが自由でない(開放されていない)ことを示します。従って、表面のｺｰﾄﾞが再許可される時に、このﾌﾗｸﾞが掲げられていな
いけれども緩衝部内にﾒｯｾｰｼﾞがある場合、それはこの検査が失敗して再び開始され(故にﾌﾗｸﾞが再び掲げられてこのﾙｰﾁﾝを抜け)
なければならないと理解されます。

主繰り返しから表面のｺｰﾄﾞが再び周期的に呼び出されてTEST50USﾌﾗｸﾞが未だ掲げられている時に、送信を始めるための状態は良
好です。SMBCLK線がLowでないとTWI ISR状態機構がｱｲﾄﾞﾙ(IDLE)であることを保証するために最後の1検査が実行されます。最
後に、ﾊﾞｽの制御を取るために開始ﾋﾞｯﾄ(開始条件)が送出されます。TWIﾊｰﾄﾞｳｪｱによって主装置動作に移行され、故に表面のｺｰﾄﾞ
が同じﾒｯｾｰｼﾞに対して繰り返して送信を始めようとしないことを指示するために、付加的な施錠ﾌﾗｸﾞ(SMLOCK)も掲げられます。

ATmega406がﾊﾞｽの占有権を取ることに成功すると、開始ﾋﾞｯﾄ(開始条件)の送出完了に於いて$08の状態符号でTWI ISRが活性にさ
れます。結果として、状態機構は今や主装置動作送信に関連する状態に誘導し、ISRは送信の更なる局面を処理します。代わりに、
TWI部署がﾊﾞｽ取得で不成功の場合、未だTWI ISRに移行されますが、それは異常発生を示す状態符号でです。この後者の場合で
は、将来に於いて別のﾊﾞｽ取得試みを強制するためにSMLOCKとTEST50USのﾌﾗｸﾞが解除されます。

5.9.3. SMBus異常処理

従装置として動作している間にSMBus通信で異常が検出された時に、主装置へ合図するのに、(1)ACK保持でと、(2)ﾊﾞｽ時間超過生
成の2つの方法があります。ATmega406のTWI周辺機能は自動的にACKまたはNAKのどちらかが既に供給された後にだけTWINTを
活性にし、従って、ACK/NAK応答は今転送されたﾃﾞｰﾀの有効性検査に基くことができません。結果として、AVRに対して実行可能
な応答機構はﾊﾞｽ時間超過異常だけです。異常を検出し得る時に於いて最初の可能な点はATmega406がﾃﾞｰﾀを受信する、または
主装置へ戻すﾃﾞｰﾀを送ると予期された時のどちらかに依存します。

"語書き込み"のような、SMBus従装置書き込み単位転送に於いて、割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)は表面のｺｰﾄﾞからの干渉なしに単位転
送の全ての面を扱い、従って、この命令に関するﾃﾞｰﾀの全てがATmega406に転送されてしまうまでに異常を検査するのに少しの機
会があります。従装置書き込み単位転送はACKされるべき最終ﾊﾞｲﾄを含めて受信した全てのﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄの意味に於いて"盲目"でも
あります。何ﾊﾞｲﾄが受信されるべきかを知る必要がない(従って単に全てにACKするよりも最終ﾊﾞｲﾄの位置でのNAKの方が良い)こと
によって、一般的にこれが従装置の受信ﾙｰﾁﾝを簡単化しますが、そのような知識不足はﾊﾞｽ時間超過異常を生成することができな
いISRに終わります。これは最終ﾊﾞｲﾄがACKされた後で主装置が停止条件を送るためで、結果として今やそれが"ｱﾄﾞﾚｽ指定されて
いない従装置"動作形態であるため、ATmega406はSCL線上での制御が失われます。

この問題を解決するために、書き込み形式の単位転送に於いて、どの位の付加ﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄが予測されるかを決めるために命令ﾊﾞｲﾄ
が検査されなければなりません。従って、指定されたﾊﾞｲﾄ数が受信された後で、未だSCLを保持、従ってﾊﾞｽ停止にしている間に、異
常検査のために受信した完全な命令を表面のｺｰﾄﾞに渡すことができます。その後、その検査が完了された後で、表面のｺｰﾄﾞには
TWINTに解除(0)を強制する責任があります。受信した命令が異常なしなら、直ちにTWINTを解除(0)します。1つまたはより多くの異
常がある場合、TWINT、それによってSCL線も制限時間が経過した後まで解除(0)されず、受信した命令は破棄されます。

命令ﾊﾞｲﾄはそれ自身で検査されなければならないので、ISR内から容易に確認することもできます。どれかの異常状態が発見された
なら、ISRはその状態をｱｲﾄﾞﾙ(IDLE)に戻してﾘｾｯﾄし、TWINTを解除(0)しないことによってSCLをLow宣言のままにし、そしてﾊﾞｽ時間
超過異常を起したことを表面のｺｰﾄﾞに合図します。時間超過生成後、表面のｺｰﾄﾞがTWINTを解除(0)し,それによってTWI部署を再
開します。

尚、2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは本質的に多数の物理層異常を処理するように設計されています。ﾊﾞｽがﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ付きのｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾚｲﾝなので、ﾊﾞ
ｽ衝突は同時に送信する2つのﾊﾞｽ主装置間での最初のﾋﾞｯﾄ単位の違いの時に解決されます。各ﾊﾞｲﾄ後のACK/NAKはｱﾄﾞﾚｽ指定
された装置に関する存在指示として扱います。けれどもﾊﾞｲﾄ単位を基礎とするﾊﾟﾘﾃｨや他の検出機構に関して全く規定していないた
め、規約は化けのない配送を保証しません。仕様に於けるﾊﾟｹｯﾄ誤り検査符号(PEC)の包含は異常なしの配送が達成されたかどうか
の指示を提供することが意図されています。

異常処理についての詳細に関しては表5-3.を参照してください。
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表5-3. SMBus従装置動作での異常処理

従装置書き込み
単位転送中の最
初のﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄの
受信後

発生時期 異常 応答活動

範囲外命令値
命令ﾊﾞｲﾄの

受信後

この異常は(誤った)命令ﾊﾞｲﾄに対するACKが既に送られてしまった後でだけ検出さ
れ得ます。ﾊﾞｽでの次の単位転送は従装置へのﾃﾞｰﾀ書き込み(従ってこれはNAKにさ
れ得ます)か、または従装置から読み込みを始めるための先駆けとしての再送開始条
件のどちらかで有り得ます。

従装置動作で
無効な命令

従装置読み込み動作
でだけ許された命令

TWINTﾌﾗｸﾞは解除(0)されず、時間超過異常が生成され、ﾊﾟｹｯﾄは破棄されます。

読み込み専用または
'予約'されたﾋﾞｯﾄへの

書き込みの試み

この場合、書き込み形式の命令自体は有効でしたが、その命令形式に対して要求さ
れた活動が無効でした。この異常は表面の命令解釈ｺｰﾄﾞによって認識されます。従
装置がこのような異常を発見した場合、TWINTﾌﾗｸﾞは解除(0)されず、時間超過異常
が生成され、ﾊﾟｹｯﾄは破棄されます。

PEC誤り

割り込み処理ﾙｰﾁﾝ ｿﾌﾄｳｪｱはどれ位のﾃﾞｰﾀが予測されるのかを予め正確に決め、
故に書き込み形式命令でやり取りする時に、主装置が停止条件を発行する前にﾊﾞｽ
を停止することができます。全てのﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄが受信されてしまうと、解釈と異常検査
のために、(PECを含む)受信したﾒｯｾｰｼﾞが表面のｺｰﾄﾞに渡されます。従装置が受信
した主装置からのPECがそれの内部的に生成された値と一致しない場合、送信異常
が起され、故にTWINTﾌﾗｸﾞは解除(0)されず、時間超過異常が生成され、ﾊﾟｹｯﾄは破
棄されます。

完全なﾊﾟｹｯﾄの
受信後

範囲外の値 TWINTﾌﾗｸﾞは解除(0)されず、時間超過異常が生成され、ﾊﾟｹｯﾄは破棄されます。

5.9.4. ﾊﾟｹｯﾄ誤り検査実装

この参照基準設計に於けるSMBus実装はﾊﾟｹｯﾄ誤り検査(PEC)の使用を支援します。主装置が従装置としてATmega406と通信する
時に従装置読み込み命令中に最終ﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄが転送された後で、ACKまたはNAKのどちらかを提供することによって示される、PEC
を使用することを求めます。ACKが発行されるなら、それは主装置が未だもっとﾃﾞｰﾀを必要としていることを示し、これはPECﾊﾞｲﾄに
対して要求されたと仮定されなければなりません。より多くの詳細についてはSMBus仕様を参照してください。

PECﾊﾞｲﾄに対する要求に適応するために、ﾌｧｰﾑｳｪｱは常にPEC値を生成しますが、'読み込み'命令を扱う時に、上で記述されたよう
に、ﾌｧｰﾑｳｪｱは送るまたは送らないのどちらかに決めることを主装置に許します。(ﾎｽﾄ、充電部、または他の装置の)どれかの主装置
が読み込み命令に於いてPEC情報を要求する時は必ず、その後の(自身のSMBus主装置動作命令だけでなく従装置送信関数の両
方でも)その送信に於いてAVRがPECを使用することを指示する、UsePECﾌﾗｸﾞが掲げられます。同様に、何れかの主装置が従装置
読み込み命令を実行してPECを要求しなければ、このﾌﾗｸﾞは掲げられません。

従装置読み込み命令形式に対しては、完全な単位転送から全てのﾊﾞｲﾄを使用してPECが生成されます。これは元の従装置ｱﾄﾞﾚｽ+ 
W、命令、従装置ｱﾄﾞﾚｽ+R、そして返答ﾃﾞｰﾀの全てを含みます。従装置ｱﾄﾞﾚｽがﾎｽﾄ ｼｽﾃﾑによって割り当てられるか、または固定に
されているかのどちらかに依存して、進行中の各度毎にそれを生成するよりもむしろ従装置ｱﾄﾞﾚｽと命令に基いて部分的なCRC値を
予め計算することが可能かもしれません。

従装置書き込み命令形式に対しては、PECが送信に含まれるかどうかを確かに知ることができません。従ってTWI割り込み処理ﾙｰﾁ
ﾝ(ISR)のｺｰﾄﾞはUsePECﾌﾗｸﾞの状態に拘らず、PECの存在または不在に順応しなければなりません。受信操作の完了で、受信ﾊﾟｹｯﾄ
の一部としてPEC値が含まれるかどうかが決められます。直前項で検討されたように、これに加えてPECが存在するかもしれない、ま
たはしないかもしれないことを知る特定命令に従って予期されるﾊﾞｲﾄ数が先行して決められます。予期した全ﾊﾞｲﾄが受信された後、
ISRはTWINTを掲げられたままにして完全なﾊﾟｹｯﾄの存在を表面のｺｰﾄﾞに通知します。その後に表面のｺｰﾄﾞは異常に関してﾊﾟｹｯﾄを
分析し、そして何かが見つかったなら、時間超過異常が生成され、そのﾊﾟｹｯﾄは破棄されます。さもなければ、命令活動が実行され、
TWINTが解除(0)され、そして停止条件を送出してISRの状態機構をｱｲﾄﾞﾙ(IDLE)状態に戻すことを主装置に許すためにﾊﾞｽを開放し
ます。

表面のｺｰﾄﾞによって異常が検出された場合、ISRをｱｲﾄﾞﾙ(IDLE)状態に戻すことを強制できることが必要です。従ってISRの状態変数
はISR自身を越える範囲を持ちます。

5.10. SMBus上での実装書き込み(ISP:In System Programming)

この特徴はそれが目的対象の応用である間にｽﾏｰﾄ電池ﾌｧｰﾑｳｪｱやむしろATmega406ﾌｧｰﾑｳｪｱへの格上げ更新を許します。ISP
機能を実装する沢山の可能な方法があり、提供される1つはSMBusを通して基本的なISPを提供し、電池ﾊﾟｯｸでのどんな付加的なﾊｰ
ﾄﾞｳｪｱ接続も必要としません。代わりに、暗号化されたﾌｧｰﾑｳｪｱの格上げ更新に関する支援を持つ高度なISPを追加することもできま
す。ISPﾌｧｰﾑｳｪｱの格上げ更新に関するDESとAESの暗号については各々AVR230とAVR231、ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの概念の一般的な扱いに
ついてはAVR109の応用記述を参照してください。ﾌｧｰﾑｳｪｱの正しい保護を保証するために自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞと施錠(ﾛｯｸ)ﾋﾞｯﾄに関係
するﾃﾞｰﾀｼｰﾄの項目を学習してください。

使用されるｿﾌﾄｳｪｱ構成は本質的に2つの独立したｺｰﾄﾞ ｲﾒｰｼﾞです。1つのｲﾒｰｼﾞはｽﾏｰﾄ電池応用自身と応用領域と呼ばれるﾌﾗｯ
ｼｭ ﾒﾓﾘ領域の下側部分に属します。2つ目のｺｰﾄﾞ ｲﾒｰｼﾞはATmega406のﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのﾌﾞｰﾄ領域に属します。
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過度に単純化したSMBus規約先頭部のためにﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞの機能は制限され、SMBus上でのISP管理だけの能力です。$0000よりもﾌ
ﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのｱﾄﾞﾚｽ $4800(語ｱﾄﾞﾚｽ)で始まるべきｺｰﾄﾞの生成をｺﾝﾊﾟｲﾗに強制するため、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ空間に対して異なるﾒﾓﾘ範囲を定義
するのに特別なﾘﾝｶ(.XCL)ﾌｧｲﾙが使用されます。この独自設定されたﾘﾝｶ ﾌｧｲﾙの使用を除き、ATmega406用の通常設定以上に
特別なｺﾝﾊﾟｲﾗ設定は全く必要とされません。ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域が4Kﾊﾞｲﾄまでのｺｰﾄﾞ空間しか持たないので、必要な関数だけがｲﾝｸﾙｰ
ﾄﾞされるのを保証するように注意が講じられています。現在の実装ｺｰﾄﾞは1800ﾊﾞｲﾄ未満のｺｰﾄﾞ空間を使用し、故に必要ならば4Kﾊﾞｲ
ﾄ未満の使用内で機能を拡張するための空間がまだあります。

ﾘｾｯﾄ後に応用領域の開始よりもむしろﾌﾞｰﾄ領域に配置されたﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞ実行を開始するには、BOOTRSTﾋｭｰｽﾞがﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)
されるべきです(ﾋｭｰｽﾞ設定の詳細についてはATmega406のﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください)。

ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞはそれが有効なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｲﾒｰｼﾞを含むかどうかを判断するためにﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの応用領域の簡単な検査を最初に実
行します。ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞのLow_lewvel_init()関数に於いて、位置$0000のﾘｾｯﾄ ﾍﾞｸﾀが$FFFFを含む場合、応用領域は有効なｲ
ﾒｰｼﾞを含まないと無事に仮定することができ、制御はﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞに留まります。さもなければ、ｱﾄﾞﾚｽ $0000が実行されるように飛ん
で、実際上は主応用ｺｰﾄﾞを開始します。

SMBusが500msの始動時間制限を課すので、応用領域の完全なCRCのような広範囲の有効性検査を実行するためのﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞに
対して利用可能なｸﾛｯｸ周期数が制限されます。より完全な応用ｺｰﾄﾞの確認を実装することや、最初の応用で充分に徹底的な検証
を実行することも可能で、SMBusｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが起動された後でこれを走行します。これは実装が使用者に任せられます。

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの応用領域が有効なｲﾒｰｼﾞを含まない場合、その後の実行はﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞを継続します。応用領域からｱｸｾｽされ
つつある時のﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞの入口はﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞのmain()関数への入口です。ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞへ何れかの変更が行われた場合、または
それが再ｺﾝﾊﾟｲﾙされた場合、このｱﾄﾞﾚｽは検証されるべきで、そしてsmbus.cのｺｰﾄﾞはOptionalMfgFunction5に対するそれの処理部
に於いて正しいｱﾄﾞﾚｽを反映すべきです。これはﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞまたは応用領域のどちらからも移行され得るので、main()がどう移行され
たかに拘らずそれらが正しく初期化されるのを保証するために、ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ用の重要な変数全てがmain()の内側で初期化されます。
何れかの応用領域のｺｰﾄﾞの不注意の実行を防ぐために全ての割り込みが禁止されることも保証します。次に、それをSMBus用に準
備するためにTWIﾎﾟｰﾄを初期化します。最後に、制御がﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞの主繰り返しに渡されます。

主繰り返しはﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞに対して有効なSMBus命令、即ち、OptionalMfgFunction5だけを待ちます。この命令受信で、以下で定義さ
れる規約に対する内容を解釈して要求された活動を実行します。

各SMBus従装置書き込み命令は命令の成功または失敗に基いて状態ﾌﾗｸﾞを変更します。それらのものがSRAMﾃﾞｰﾀ緩衝部の一部
を更新するだけだとしても、各従装置書き込み操作後にこの状態ﾌﾗｸﾞを問うことが可能ですが、必須ではありません。ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘや
EEPROMの消去のように、相対的に長い時間がかかる操作に関して、状態ﾌﾗｸﾞは装置が多忙かどうかをも示すでしょう。

全ての通信は標準ｽﾏｰﾄ電池ｱﾄﾞﾚｽを使用するように意図されています。同様に、識別子$2F(OptionalMfgFunction5)の命令だけが
SMBus上でのISPに使用されます。全ての従装置書き込み操作は塊書き込み動作形態を使用し、以下で定義される規約に対して全
て適合させなければなりません。従装置読み込み操作は塊読み込み規約だけを使用し、状態値だけを返します。それが望まれたな
ら、ﾒﾓﾘ読み込み命令を実装するのは設計者に任されますが、これは複写のために内部ﾒﾓﾘの内容を晒すかもしれません。

図5-11. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ書き込み命令ﾌﾚｰﾑ(従装置書き込み)

S 従装置ｱﾄﾞﾚｽ($16) W A OptionalMfGFunction5($2F) A ﾊﾞｲﾄ数 A

P

:主装置⇒従装置 :従装置⇒主装置

補助命令 A ﾒﾓﾘ形式 A 変位 A

ｱﾄﾞﾚｽ上位 A ｱﾄﾞﾚｽ下位 A 塊容量 A

ﾃﾞｰﾀ A ﾃﾞｰﾀ A

EEPROMとﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの両方のｱﾄﾞﾚｽがﾊﾞｲﾄ ｱﾄﾞﾚｽで与えられることに注意してください。従装置書き込み命令に関して、領域の意
味は特定命令とﾒﾓﾘ形式によって変わります。

OptionalMfgFunction5命令内に書き込み、消去、ﾊﾟｯﾁ、挿入、照合の5つの主要命令が実装されています。読み込み命令に対する
準備も含まれますが、それが安全性の穴を提起するため、これは最終製品で省略されるべきです。代替として、暗号層の追加を考慮
することができます。

抜け出しと活動の2つの第2命令もあります。活動は主応用で走行中にﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ動作へ切り換えるの使用され、既にﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞの時
に受信した場合は無視されます。抜け出しは全てのﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞの作業が完了され、主応用ｺｰﾄﾞの実行開始が望まれる時に使用され
ます。

(小文字を使うことで区別される)'w'と'v'の命令、2つの追加任意選択命令が使用者によって実装されるかもしれません。これらの命令
は書き込みまたは照合の操作に先立って、ﾃﾞｰﾀ塊(ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのﾍﾟｰｼﾞ全体またはEEPROMに対して指定された塊容量のどちらか)
で復号が実行されるべきであることを示します。このようにして、暗号化されたﾃﾞｰﾀが内部SRAM緩衝部に転送されるかもしれません
が、使用前に復号され、ﾃﾞｰﾀの安全性を保証します。
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表5-4. OptionalMfgFunction5補助命令

命令 必要な命令領域 機能

書き込み
('W'/'w')

ﾒﾓﾘ形式 : (F)ﾌﾗｯｼｭ/(N)EEPROM
変位 : 緩衝部変位(EEPROMのみ)
ｱﾄﾞﾚｽ上位/下位 : ﾌﾗｯｼｭ/EEPROMの開始ｱﾄﾞﾚｽ
塊容量 : 書き込みﾊﾞｲﾄ数(EEPROMのみ)

内部SRAM緩衝部の内容を指定されたﾒﾓﾘ領域へ書きます。操
作は'施錠'ﾋｭｰｽﾞ ﾋﾞｯﾄ(施錠ﾋﾞｯﾄ)の設定に基いて失敗するかも
しれません。

消去
('E')

ﾒﾓﾘ形式 : (F)ﾌﾗｯｼｭ/(N)EEPROM
ｱﾄﾞﾚｽ上位/下位 : ﾌﾗｯｼｭ/EEPROMの開始ｱﾄﾞﾚｽ
塊容量 : 消去ﾊﾞｲﾄ数(EEPROMのみ)

指定されたﾒﾓﾘ領域を消去します。操作は'施錠'ﾋｭｰｽﾞ ﾋﾞｯﾄ(施
錠ﾋﾞｯﾄ)の設定に基いて失敗するかもしれません。この操作は
内部SRAM緩衝部を使用せず、また影響を及ぼしません。

ﾊﾟｯﾁ
('P')

ﾒﾓﾘ形式 : (F)ﾌﾗｯｼｭ/(N)EEPROM
変位 : 緩衝部変位(EEPROMのみ)
ｱﾄﾞﾚｽ上位/下位 : ﾌﾗｯｼｭ/EEPROMの開始ｱﾄﾞﾚｽ
塊容量 : 読み込みﾊﾞｲﾄ数(EEPROMのみ)

指定されたﾒﾓﾘ領域の現在の内容を内部SRAM緩衝部に格納
します。その後に挿入命令を用いて緩衝部は部分的に上書き
され、そしてﾒﾓﾘに書き戻されるかもしれません。

挿入
('I')

変位 : 緩衝部変位
塊容量 : ﾊﾞｲﾄ数
ﾃﾞｰﾀ : SRAM緩衝部へ書くﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄ

指定された緩衝部変位で始まる内部SRAM緩衝部内に指定さ
れるﾃﾞｰﾀを配置します。緩衝部を完全に満たすことが単一挿
入操作で不可能なことに注意してください。

照合
('V'/'v')

ﾒﾓﾘ形式 : (F)ﾌﾗｯｼｭ/(N)EEPROM
変位 : 緩衝部変位(EEPROMのみ)
ｱﾄﾞﾚｽ上位/下位 : ﾌﾗｯｼｭ/EEPROMの開始ｱﾄﾞﾚｽ
塊容量 : 照合ﾊﾞｲﾄ数(EEPROMのみ)

内部SRAM緩衝部格納後に照合命令は指定されたﾒﾓﾘ領域の
照合を実行します。状態ﾌﾗｸﾞが比較の良/不良の結果を示しま
す。

読み込み 現時点で実装されていません。
読み込み命令は主にﾃﾞﾊﾞｲｽのEEPROMの内容を読み出すの
に使用されるかもしれず、故にそれはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ操作後に再格
納(回復)されるかもしれません。

活動
('A')

ありませんが、ﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｲﾄ数は1でなければならず、
換言すると、語書き込みと等価です。

応用ｺｰﾄﾞからﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞへ制御を移します。他の全てのｽﾏｰﾄ
電池機能が停止します。

抜け出し
('X')

なし ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞから応用ｺｰﾄﾞへ制御を移します。全てのｽﾏｰﾄ電池
機能が再び始まります。

注: 施錠ﾋﾞｯﾄの設定がﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞからのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの読み込みと書き込みの可能性を制限するかもしれません。より多くの詳細に
ついてはﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

W: ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘが指定された場合、ｱﾄﾞﾚｽはﾊﾞｲﾄで書かれるべきﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞの基底です。ﾍﾟｰｼﾞ全体がﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに書かれ得る
だけなので、他の情報は全く必要とされません。EEPROMが指定された場合、ｱﾄﾞﾚｽはEEPROM空間での開始ｱﾄﾞﾚｽで、変位はﾁｯﾌﾟ
上のSRAM緩衝部内の開始位置で、そして塊容量ﾊﾟﾗﾒｰﾀでﾊﾞｲﾄ数が提供されなければなりません。

w: "W"命令と同じですが、SRAM緩衝部の内容は書かれる前に先行して復号されなければなりません。また、書き込み命令の目的
対象位置についての情報を得る攻撃者を防ぐために、このﾒｯｾｰｼﾞの内容も暗号化されます。

V: ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROMの両方について、ｱﾄﾞﾚｽは(ﾊﾞｲﾄに基く)何れかの有効なｱﾄﾞﾚｽで、それはﾍﾟｰｼﾞ境界に制限されません。ﾌ
ﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘが指定された場合、ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの内容を1度に1ﾊﾞｲﾄを割り付ける誰かに対する予防策として128ﾊﾞｲﾄであるべきと仮定さ
れます。EEPROMについては1～128のﾊﾞｲﾄ量が使用され得ます。

v: "V"命令と同じですが、SRAM緩衝部の内容は照合される前に先行して復号されなければなりません。加えて、照合命令の目的対
象位置についての情報を得る攻撃者を防ぐために、このﾒｯｾｰｼﾞ塊の内容も暗号化されます。

E: ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに関してはﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ全体が消去され、ｱﾄﾞﾚｽは指定したﾍﾟｰｼﾞの先頭に強制されます。どんなEEPROMｱﾄﾞﾚｽも許
され、ﾊﾞｲﾄ数は128ﾊﾞｲﾄまで許されます。

P: ﾒﾓﾘ領域を'ﾊﾟｯﾁ(部分書き換え)'するには、最初に元のﾒﾓﾘ内容を内部SRAM緩衝部へ複写するためにﾊﾟｯﾁ命令を発行します。ｱ
ﾄﾞﾚｽはﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに関してﾍﾟｰｼﾞ境界でなければなりません。次に、緩衝部内容の一部だけを上書きする'補修'ﾃﾞｰﾀを供給するた
めに'I'命令が使用されます。最後に、更新を保存するのに'W'が実行されます。

I: この命令は内部SRAM緩衝部にだけ書くので、ｱﾄﾞﾚｽ領域は無視されます。ﾃﾞｰﾀ塊だけでなく、変位と塊容量の値も必要とされま
す。SMBusﾊﾟｹｯﾄ容量制限のため、初期ﾊﾟｹｯﾄに於いて最大24ﾊﾞｲﾄだけが転送され得ます。けれども、ﾊﾞｲﾄ数領域が24ﾊﾞｲﾄを越えて
指定するなら、後続する'連結された'SMBusﾊﾟｹｯﾄはﾃﾞｰﾀだけを含むと予期され、従って完全に満たされた初期ﾊﾟｹｯﾄで指定された
塊容量まで、後続する各ﾊﾟｹｯﾄで最大32ﾊﾞｲﾄまでの転送を許します。それまでで転送することができる大部分はSRAM緩衝部容量
(128ﾊﾞｲﾄ)-開始変位によって指示されます。従って、連結ﾊﾟｹｯﾄを使用して緩衝部を完全に満たすには0の変位が指定されなければ
なりません。代わりに、変位+どのﾊﾟｹｯﾄの容量も128を越えない限り、どんなﾃﾞｰﾀ量で個別挿入命令を発行し得ます。

書き込みと照合の命令はその目的対象としてEEPROMまたはﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのどちらも'W'と'V'のSMBusﾒｯｾｰｼﾞ内のﾃﾞｰﾀ部ではなく、
ﾁｯﾌﾟ上のﾃﾞｰﾀ緩衝部だけを使用することに注意してください。全てのﾃﾞｰﾀは先に'I'命令を用いてﾁｯﾌﾟ上のSRAMﾃﾞｰﾀ緩衝部に書
かれ、続いてそれらから格納または照合されます。緩衝部で保持されるﾃﾞｰﾀは書き込みや照合の操作後も破壊されず、故に同じ
ﾃﾞｰﾀが異なるﾒﾓﾘ位置に繰り返し書かれる場合、これは各'W'操作後にSRAM緩衝部を再格納することなく、新しい'W'命令を送るこ
とによって行うことができ、各々の時に'W'命令で単に異なるｱﾄﾞﾚｽを供給します。

望まれたなら、更に暗号化されたﾃﾞｰﾀがEEPROMやﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの書き込みや照合に使用されるかもしれません。暗号使用時にﾊﾟｯ
ﾁ命令の使用を支援することができないことに注意してください。
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5.11. 電力動作形態

電池ﾊﾟｯｸはﾊﾟﾜｰｵﾌ、ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ、ｱｲﾄﾞﾙ、活動の4つの電力形態の1つになることができます。これらの形態名はATmega406の休止
形態を反映します。表5-5.を参照してください。行われた実装は電力管理がどう実装され得るかの参照基準としての意味で、これは
望まれるなら、違うように実装することができることに注意してください。

表5-5. ｽﾏｰﾄ電池動作形態

動作形態 使用時

ﾊﾟﾜｰｵﾌ 電池が完全に放出した時に使用され、また、深下電圧状態としても参照されます。予備充電FETを通しての充電だ
けが支援されます。ﾎｽﾄは電池から電力を引き出すことができません。

ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ ﾎｽﾄがOFFにされるとき、または電池がﾎｽﾄ/充電部から切断された場合に使用されます。

ｱｲﾄﾞﾙ 放電速度が低い時に使用されます。

活動 充電中と放電速度が'通常'の時に使用されます。

ﾊﾟﾜｰｵﾌ形態を除く全ての形態に於いて、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ電池保護回路が初期化されて活性になります。これらの形態の相互作用の絵的
視野については図5-12.の関連状態図をご覧ください。

図5-12. 動作形態

ﾊﾟﾜｰｵﾌ 活動

ｱｲﾄﾞﾙ

ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ

電力印加

充電部活性
(BATT信号)

深下電圧/温度超過/BP_INT

深下電圧/温度超過/BP_INT

深下電圧/温度超過/BP_INT

TWIﾊﾞｽ切断
TWIﾊﾞｽ切断

TWIﾊﾞｽ接続

低放電速度

定常電流割り込み

充電

5.11.1. ﾊﾟﾜｰｵﾌ動作形態

この形態では電池ﾊﾟｯｸが全く残充電容量を持たず、再充電期間を待ちます。ATmega406はﾁｯﾌﾟ上の電圧調整器がﾊﾟﾜｰｵﾌ形態で
あるために動作を妨げられます(ﾊﾟﾜｰｵﾌ休止形態の詳細についてはATmega406のﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください)。ﾊﾟﾜｰｵﾌ休止形態
でのATmega406は実質的に電池から電流を全く引き出しません。この形態は電池を保護するのに使用されます。Li-Ion電池が或る
限界以下に放電された場合、それは恒久的な損傷を被るでしょう。

予備充電FETはﾊｰﾄﾞｳｪｱで自動的に許可され、低電流充電の発生を許します。充電と放電のFETはﾊｰﾄﾞｳｪｱ経由で禁止されます。
ATmega406がｺｰﾄﾞを実行しないので、この形態では電流測定も時間測定も全く行われません。SMBusも不活性です。

ﾁｯﾌﾟ上の電圧調整器の自動的な電力断に帰着する、ATmega406の深下電圧検出以下に電池電圧が落ちた場合、ﾊｰﾄﾞｳｪｱによっ
てこの形態が自動的に許可されます(利用可能な深下電圧ﾚﾍﾞﾙに関してﾃﾞｰﾀｼｰﾄをご覧ください)。恒久的なｾﾙの損傷を防ぐため
に、電池ﾊﾟｯｸの電圧が最小ｾﾙ電圧ﾚﾍﾞﾙ以下に落ちた時に、ｿﾌﾄｳｪｱはこの形態への移行を強制することもできます。従ってﾊｰﾄﾞｳｪ
ｱ保護は独立した第2の電池保護回路として見ることができます。

この形態はBATTﾋﾟﾝが6～8Vよりも高くなることで引き起こされるﾊｰﾄﾞ ﾘｾｯﾄによって抜け出され、これは1に設定されたMCU状態ﾚｼﾞ
ｽﾀ(MCUSR)内の電源ONﾘｾｯﾄ ﾌﾗｸﾞ(PORF)とでの電源ONﾘｾｯﾄを引き起こします。従って、ﾘｾｯﾄ後のmain()関数の初回実行に於い
て、PORFﾌﾗｸﾞが設定(1)されていると、この実装での動作形態はﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ形態に強制されます。

5.11.2. ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ動作形態

この形態ではﾎｽﾄまたは充電部から取り外される、またはﾎｽﾄがOFFにされてしまうかのどちらかになってしまうため、電池は本質的な
休止です。けれども、CPUはTWIﾊﾞｽ接続割り込みを生成するSMBus活動、または外部Lowﾚﾍﾞﾙ割り込みのどちらかへの応答で直ち
に起き上がる準備が整っています。Lowﾚﾍﾞﾙ割り込みは代表的にLEDのﾊﾞｰを使用して電池の充電状況を示すのに使用される、充
電表示押し釦によって生成されます。

この形態では、低電流充電を許すために予備充電FETが慎重に許可されます。電子ﾊﾟｯｸの外側で起こる偶発的な回路短絡を防ぐ
ために充電と放電のFETが禁止されます。ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ形態への移行で、ｿﾌﾄｳｪｱはCCADCを禁止し、起動ﾀｲﾏを形態設定し、そして
ATmega406をﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ休止形態に切り換えます。CCADCが禁止されるため、電池の流出は測定することができず、推測されなけ
ればなりません。電池流出の推測を手助けするため、起動ﾀｲﾏの使用を通して経過時間が維持されます。従って、妥当な精度の残
容量を維持するために、電池で利用可能な残容量から一定周期での減算を行うことができます。SMBusの活動を検出するのに使用
されるTWIﾊﾞｽ接続/切断割り込みを除き、SMBusはこの形態で活性ではありません。

ｱｲﾄﾞﾙか活動のどちらかの形態の間にSMBusﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ命令が受信された時か、またはSMBusが禁止されてしまった時のどちらかで
この形態に移行されます。
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電池の利用可能な電力が0に落ちる(その場合はﾊﾟﾜｰｵﾌ形態に移行されます)、または代表的に電池が系に挿入されつつあるか、ま
たは系が活性にされつつあるかのどちらかのためにﾎｽﾄ ｼｽﾃﾑがSMBusを活性される時のどちらかでこの形態を抜け出します。ﾎｽﾄ 
ｼｽﾃﾑがSMBusを活性にされると、電池は活動形態に切り替え、適切であるなら、それからｱｲﾄﾞﾙ形態に変更することができます。

5.11.3. ｱｲﾄﾞﾙ動作形態

この形態は電池が活性であるけれども低速で放電されている、例えば、ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾒﾓﾘをｽﾀﾝﾊﾞｲ形態で維持する時に使
用されます。予備充電FETは禁止されますが、充電と放電のFETは許可されます。低放電速度では、ATmega406自身の消費電流が
電力消費全体での要素になり得、従ってATmega406は低減された電力形態設定、故にｱｲﾄﾞﾙ休止形態の使用で動かされます。継
続的な系の消費電流測定よりもむしろ、電流流出はCCADCの定常電流動作形態を使用することによって周期的に採取されるだけ
です。

少々緩めのﾀｲﾐﾝｸﾞ必要条件にも拘らず、この形態でのCCADCｸﾛｯｸ元として32.768kHzｸﾘｽﾀﾙ用発振器が使用されます。SMBusは
全ての要求に応答するために活性で準備が整っていなければなりませんが、電池電圧と温度の測定のような他の作業は節電のため
に減らされた頻度で動くことができます。

その形態との主な違いが電池ﾊﾟｯｸ電流測定の方法の精度のため、活動形態からだけこの形態に移行されます。特に、電池の流出
電流が予め決められた水準以下に落ちた時に、電力を維持するためにｿﾌﾄｳｪｱがこの形態に変更します。移行に於いて、CCADCの
動作形態が累積形態よりもむしろ定常電流形態の使用に再設定されます。それらが信頼に足る測定を保持していないので、最初の
4回の変換結果はｿﾌﾄｳｪｱによって破棄されます。CCADC定常放電電流(CADRDC)ﾚｼﾞｽﾀが移行時に初期化されます。CCADC定
常充電電流ﾚｼﾞｽﾀ(CARCC)はこの実装で使用されません。

充電電流が検出された場合にこの形態を抜け出し、その場合は活動形態が使用されます。また、電池の流出電流が選択した水準を
越えた場合、定常電流割り込みが起こり、ｿﾌﾄｳｪｱは活動形態に戻します。

どれかの割り込みがATmega406をｱｲﾄﾞﾙ休止形態の外に引き上げるため、この機構はｱｲﾄﾞﾙ休止形態に再移行するのをATmega406
に許せる時の識別を確立しなければなりません。この実装では、主繰り返し内の全ての活性な作業が処理されてしまったなら、再びｱ
ｲﾄﾞﾙ休止形態への移行がOKです。

処理されるのを必要とする作業は、ｾﾙ電圧の周期的なVADC走査と計算、SMBus通信、CCADC電流測定、そして充電の経緯を含
みます。これらの全てが割り込みによって初期化または維持され、従ってこの応用で問題のない割り込みを待つ間、休止します。
VADC周辺機能は活動、ｱｲﾄﾞﾙ、それとA/D変換雑音低減の形態でｸﾛｯｸを受け取って、一方(従装置応答を含む)SMBus送信は活
動またはｱｲﾄﾞﾙのどちらかの休止形態を必要とします。従って、A/D変換雑音低減休止形態の代わりにｱｲﾄﾞﾙ休止形態が使用されま
す。

5.11.4. 活動動作形態

この形態では電池が相対的に高い電流で充電または放電のどちらにされます。充電時、ATmega406の消費電流は重要ではありま
せん。高速での放電時、ATmega406の消費電流はﾎｽﾄのそれに比べて取るに足らないものです。従ってこの形態でのATmega406は
電池寿命の損失の影響なしに継続的な走行のままにできます。けれどもｿﾌﾄｳｪｱが既にｱｲﾄﾞﾙ休止形態利用に設計されているため、
それが電池の活動形態でも使用されます。

活動形態では、充電と放電のFETが許可され、予備充電FETは禁止されます。CCADCは最大精度のために32.768kHzｸﾘｽﾀﾙ用ｸ
ﾛｯｸ発振器を使用して、累積形態で走行します。SMBusは完全に活性です。

活動形態はｱｲﾄﾞﾙまたはﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞのどちらかの形態から移行することができます。電池が充電されつつある間に起されると、常に活
動形態が使用されます。高い放電電流の存在時、またはﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ形態からの初回起き上がり時に、それが最大精度で電池ﾊﾟｯｸの
状態を測定するために活動形態が選択されます。移行時にCCADCは累積形態に切り換えられます。瞬時と累積の両方で形態切り
換え後の最初の4つのCCADC変換は、それらが正確でないので無視されなければなりません。これはｿﾌﾄｳｪｱで処理されますが、そ
の時に得られたまたは失われた電流はこの実装に関して計算されません。

ｿﾌﾄｳｪｱは、SMBusが不活性になる(この場合はﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ形態に切り換えます)、または流出電流が予め決められた水準以下に落ち
る(この場合はｱｲﾄﾞﾙ形態に切り換えます)の2つの条件のどちらか1つへの応答で活動形態を抜けます。

6. 可能な改善範囲

6.1. 校正

使用する検出抵抗の精度に依存して、電流測定での利得校正を含めることが必要かもしれません。負担の大きな'long'乗算操作で
の繰り返し処理を避けるため、毎回採取して各々を修正するよりもむしろ、結果と容量を報告するﾙｰﾁﾝに尺度調整を追加することが
推奨されます。それは秒毎に使用されるCCADC瞬時割り込みの採取数を変更することによって、概ね0.5%でCurrentとAverage 
Currentの読み取りの校正を調整することが可能です。詳細についてはｿｰｽ ｺｰﾄﾞをご覧ください。

6.2. 電力管理

ATmega406ﾃﾞﾊﾞｲｽの様々な周辺機能と能力がどう利用され得るのかを強調する例として、3つの活性な電力形態が設計されていま
す。もっと凝った形態を欲求として追加することができます。

ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ休止形態での起動ﾀｲﾏの使用よりもむしろ、ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ休止形態で周期的な起き上がりを提供するために、ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ
の割り込み形態の使用が可能です。ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ休止形態で低速RC発振器がOFFにされるため、これは僅かにより低い電流消費に帰
着するでしょう。
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また、停止形態の間に起動ﾀｲﾏの予測消費電力に関してより良い解決策が必要とされる場合、WakeUp_ISR()ﾙｰﾁﾝを拡張することが
できます。

6.3. 温度測定と利用

電池ﾊﾟｯｸの温度効果は、これが製造業者間で広範囲変化するため、現在考慮されていません。

加えて、設計者がどのｻｰﾐｽﾀを選んだかを先行して知ることが不可能なため、ｻｰﾐｽﾀに関する温度の計算は設計者に任されます。
供給されるｿﾌﾄｳｪｱは各ｻｰﾐｽﾀに対してVADCの結果を測定するのに必要な下部構造を提供します。

6.4. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ電池保護

現在のｿﾌﾄｳｪｱではHWP_int()の起動に帰着する何れかの誤り条件が電池ﾊﾟｯｸをﾊﾟﾜｰｵﾌ形態への切り替えに帰着します。起された
特定の誤りを決定するのを手助けするためにEEPROMに状態符号が保存されます。このﾙｰﾁﾝは電池ﾊﾟｯｸを完全に停止する前に複
数回の試行を許すように拡張することができます。

6.5. EEPROM

充放電周回数や極端な温度回数のような履歴ﾃﾞｰﾀと、電池ﾊﾟｯｸの充電状況情報を保持するように、ATmega406のﾁｯﾌﾟ上EEPROM
でかなり多く使用することができます。

6.6. 暗号化ﾌｧｰﾑｳｪｱ更新

この実装のﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞはそれ用に準備されていますが、暗号化通信を実装していません。望むなら、「AVR230:DESﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ」と「AV 
R231:AESﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ」応用記述も調べ上げてください。

6.7. 電池認証

ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞまたは応用のｺｰﾄﾞが暗号を含めるように強化されるのなら、正しい電池だけが与えられた製品で使用できることを保証する
ために挑戦/応答機構を経由して安全認証符号の実装が可能です。

7. 参照文献一覧
1. SMBus仕様 (SMBus specification)
 http://www.smbus.org/specs/smbus110.pdf

2. ｽﾏｰﾄ電池ﾃﾞｰﾀ仕様 (Smart Battery Data Specification)
 http://www.sbs-forum.org/specs/sbdat110.pdf

3. ｽﾏｰﾄ電池充電器仕様 (Smart Battery Charger Specification)
 http://www.sbs-forum.org/specs/sbc110.pdf
4. ATmega406ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ
 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2548.pdf

5. AVR454:ATAVRSB100ｽﾏｰﾄ電池開発基板 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ使用者の手引き
 http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607

6. Doxygen資料: ｿｰｽ ｺｰﾄﾞと共にﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞされたreadme.htmlとdoxygenﾌｫﾙﾀﾞ
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