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PMBusソフトウェアをLTC3880用に実装する」、および I2C/

SMBus/PMBusに関する業界規格を参照してください。

Linduino PSMハードウェア
Linduino PSMハードウェアは、Linduino（DC2026）、および
LinduinoのI2Cピンを評価ボードまたは製品ボードのPMBus/

SMBus/I2CBusに接続するシールド（DC2294）から構成されて
います。

最適な学習を行えるよう、最初はDC2026（Linduino）、DC2294

（シールド）、DC1962（電源スティック）、Total Phase社の
Beagle（I2Cスニファ）を使用してください。この構成で、コント
ローラ（LTC388X）とマネージャ（LTC297X）のプログラミング、
デバッグ、学習を行えます。

推奨する評価用ハードウェアを相互に接続した様子を「図1. 

評価用ハードウェア」に示します。このハードウェアを使用する

はじめに
ほとんどのパワーシステム・マネージメントは「おまかせ式」の
設計になっています。LTpowerPlay®を使用すると、パワーシス
テム・マネージメント（PSM）機器のセットアップやデバッグを
容易に行え、バルク・プログラミング・ソリューションと組み合
わせることでファームウェアも一切不要になります。ただし、多
くの大規模システムではボード・マネージメント・コントローラ
（BMC）が必要なため、「ファームウェアはPSMのために何が
できるのか？」という疑問が生じます。

PSMファームウェアの基盤となっているのはPMBusであり、
PMBusの基盤となっているのはSMBusであり、SMBusの基
盤となっているのはI2Cです。PSMファームウェアを搭載した
付加価値の高いBMCを製作するには、各プロトコルや、プロ
グラマを細かい作業から解放してくれる既存のライブラリにつ
いて、ある程度の知識が必要です。

Linduino®ライブラリは各プロトコル層の処理を行い、PSM

ファームウェアを容易に記述できるアプリケーション・プログラ
ミング・インタフェース（API）を提供します。Linduino PSMは
BMCに代わるものではなく、標準的なBMCファームウェアと
互換性のあるライブラリとサンプルのセットです。

Linduinoは、リニアテクノロジーの評価用回路と共に学習ツー
ルとして使用することもできます。設計されている多くのBMC

には、PMBusの動作を短期間で学習するのに必要なSMBus 

APIがすでに含まれています。Linduinoのコード・スニペットを
コピーして既存のアプリケーションにペーストするエンジニア
をよく見かけますが、Linduino層の1つを実装して次のような
ライブラリ全体に再利用することもできます。

• Device and Rail Discovery（デバイスとレールの検出）

• Command API（コマンドAPI）

• Fault Log Decoding（エラー・ログの解読）

• In System Programming（システム内プログラミング）

このアプリケーションノートでは、Linduinoライブラリ、パワー
システム・マネージメントのプログラミング、Linduino PSMと
評価用回路をセットアップして使用する方法、PSMのデバッ
グ手法について説明します。プロトコルや一般的なプログラミ
ングの詳細については、アプリケーションノート135「強力な

パワーシステム・マネージメント用Linduino
Michael Jones
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テクノロジー社の登録商標です。その他全ての商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属し
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図1．評価用ハードウェア

http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an135f.pdf
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DC2086にはDC2294からの接続ケーブルを接続でき、12ピ
ン、14ピン、4ピンのリボン・ケーブルを使用できます。また、
Linduinoで供給できる以上の電力が必要なシステム・ボード
の場合、DC2086は外部電源入力にも対応できます。

Linduino PSMのスケッチ
PMBusライブラリの機能を説明する前に、Linduino PSMの
基本的な使用方法を把握していただくため、DC1962のスケッ
チについて概要を説明します。また、プログラマでない方でも
容易にコードを記述できることを説明します。

先に進む前に、Arduinoのツール群とLinduinoのスケッチ
ブックをダウンロードする必要があります。Arduinoのツール
はwww.arduino.ccから、Linduinoのスケッチブックはwww.

linear-tech.co.jp/linduinoからダウンロードできます。

Arduinoのツールはさまざまなプラットフォーム上で動作しま
す。このアプリケーションノートは、64ビットUbuntu 14 TLS上
で動作するArduino 1.6.4を使用して作成され、同環境で実行
しました。

では始めましょう。

には、2本のUSBケーブルでLinduinoとBeagleをコンピュー
タに接続します。BeagleをUSBで接続しない場合は、DC1962

との間のPMBusトラフィックに干渉しないよう、Beagleのリボ
ン・ケーブルをDC2294から外してください。

システム・ボードに接続するのであれば、DC2086はほとんど
の状況で動作します。

ステップ1：構成
Arudinoソフトウェアを初めて動作させるときには、www.

linear-tech.co.jpからダウンロードしたLinduinoのスケッチブッ
クでなくデフォルトのスケッチブックが使用されます。

Linduinoのスケッチブックに切り換えるには、「図3. 

[Preferences]ダイアログを探す」のようにメニューバーから
[File]>[Preferences]と選択します。

図2．システム・ハードウェア
図3．[Preferences]ダイアログを探す

図4．[Preferences]ダイアログ

「図4. [Preferences]ダイアログ」のように、ダイアログボックス
の一番上に[Sketchbook Location]があります。[Browse]ボ
タンを使用して、www.linear-tech.co.jp/linduinoからダウン
ロードしたLTSketchbookに移動します。また、[Display line 

http://www.arduino.cc
http://www.linear-tech.co.jp/linduino
http://www.linear-tech.co.jp/linduino
http://www.linear-tech.co.jp/
http://www.linear-tech.co.jp/
http://www.linear-tech.co.jp/linduino
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図7．Arduinoツールバー

図6．スケッチ・ウィンドウ

図5．hello_worldをロードする

numbers]チェックボックスと、[Show verbose output during:]

の[compilation]チェックボックスをチェックしておくと役立ちま
す。[compilation]を選択しておくと、コマンドライン上でコンパ
イラのメッセージが見やすくスクロールされます。

パスを設定したら、Arduinoのすべてのウィンドウを閉
じ、Arduinoソフトウェアを再起動します。再起動される
と、ArduinoはSketchbookディレクトリを再度スキャンして
Arduinoメニューを作成します。Arduinoソフトウェアを再起動
しないと、メニューにLTSketchbookが反映されず、前のスケッ
チブックがそのまま残ります。

ステップ2：最初のスケッチをロードする
「図5. hello_worldをロードする」のようにhello_worldというス
ケッチをロードします。

スケッチがロードされると、「図6. スケッチ・ウィンドウ」のよう
なスケッチ・ウィンドウが開きます。

ステップ3：コンパイルして実行する
「図7. Arduinoツールバー」のように、ツールバーのチェック
マークを押してスケッチをコンパイルします。

右矢印ボタンをクリックした場合は、スケッチをコンパイルし、
コンパイルしたスケッチをLinduinoハードウェアにロードしま
す。虫めがねボタンをクリックすると、スケッチの出力が表示さ
れます。矢印ボタンを使用した場合は、コードが表示コンソー
ルに転送されるか、コードがコンパイルされLinduinoハード
ウェアに転送されますので、ユーザーへの何らかの情報が表
示コンソールに表示されます。

注 :[Arduino Board type]を[Arduino Uno]に設定し、ポートを選
択する必要があります。[Tools]メニューを確認してください。

スケッチがロードされた後、ツールバーの右側の虫めがねボ
タンを押すとコンソール・ウィンドウが開きます。「図8. Arduino

コマンド・ウィンドウ」のように、行末文字を[Carriage return]

に、ボーレートを[115200 baud]に設定してください。

スケッチに対する操作を行うには、ウィンドウ最上部のボックス
（[Send]ボタンの左）にカーソルを移動し、メニューから番号
を入力し、[Send]ボタンをクリックするか<CR>キーを押しま
す。スケッチがコマンドを実行して再度メニューを表示します。

ステップ4：メニュー項目を確認する
「図9. Sketchメニュー」のように、1を押すと[Basic Commands]

ウィンドウに切り換わり、さらに1を押すと[Read All Voltages]

に切り換わります。DC1962のすべてのレールの電圧測定値
VOUTが読み込まれ、表示されます。

左上隅のXを押してコンソールを閉じるまで、スケッチは動作
を続けます。もう一度コンソールを開くと、スケッチが再起動さ
れます。

同様な方法で、その他のメニュー・オプションも確認していた
だけるでしょう。Beagleに慣れてきたら、トレースを実行してバ
ス・トランザクションを確認してください。

表示コンパイル

コンパイルとロード
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図8．Arduinoコマンド・ウィンドウ 図9．Sketchメニュー

ステップ5：コードを変更する
スケッチには2つのエントリポイントがあります。1回だけ呼び
出されるsetup()関数とループ内で永久に呼び出されるloop()

関数があります。これらはArduinoコーディング環境の一部で
す。C言語の熟練プログラマであれば、main()関数はどこにあ
るのかと思われるでしょう。Arduinoライブラリでは、setup()を
呼び出すmain()と、loop()を呼び出す無限ループがあらかじ
め定義されています。

メニューはスケッチ内のヘルパー関数としてコード化され、
loop()がメイン・メニューを呼び出します。各メニューはcase

文でサポートされ、各caseが1つのメニュー番号を処理します。

これで、プログラマの方にもお分かりいただけたでしょう。ア
プリケーションの修正は簡単であり、提供されているAPIを
使用してスケッチの中のcase文を変更するだけで済みます。
PMBusコマンドを発行するスケッチ内の関数（API）は、別の
ライブラリからのものであり、コードの実行内容が分かりやす
い名前が付けられています。たとえば次のコード

voltage = pmbus->readVout(0x30, false);

は、「pmbusというAPIを使用して、ポーリングせずにアドレス
0x30で出力電圧を読み込み、voltageという変数に書き込む」
ことを意味します。

これにいくつか変更を加えます。たとえば、「出力電力を読み込
んで表示する」というメニュー項目を追加します。よく分からな
い方も、コードの作成方法を覚えるためもう少し続きを読んで
ください。分かる方は、次のヒントを見てください。

float readPout(uint8_t address, bool polling);

LTC3880の電源スティックのアドレス0x30でこのコードを試
してみてください。このコードが機能することを証明するには、
電源スティックのチャネル0に抵抗または電流負荷を追加し、
スケッチの表示結果と一致するか確認します。

Linduino PSMのPMBusライブラリ
PMBusライブラリは、LTSketchbook/libraries/LT_PMBUSディ
レクトリのLTSketchbookツリーの中にあります。ライブラリは、
TWI（2線式インタフェース）、I2C、SMBus、PMBusの順に階
層化されています。値をL11/L16（PMBus形式）から浮動小
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図10．LT_PMBusクラスの図

図11．includeライブラリ

数点数に変換する数値変換APIがあります。最後に、Group 

Command Protocol assistance（グループ・コマンド・プロトコ
ルのヘルプ）、device and rail discovery（デバイスとレールの
検出）、Fault Log decoding（エラー・ログの解読）、In System 

Programming（システム内プログラミング）があります。

各層は単純な1つのC++クラスであり、ArduinoでのSerial関
数やその他のIO関数の使用方法と似ています。最終的な環
境がCである場合は心配いりません。単純であるということは、
「少ないメモリ・オーバーヘッドでC++クラスを使用できる」、
あるいは「クラス・ラッピングをなくしてきわめて容易に純粋なC

として使用できる」ことを意味します。C++ラッバーによりアプ
リケーション・コードが単純化されるため、プログラマでなくて
も容易に使用できます。

陰に隠れているものを理解しなければならない段階まできた
プログラマにとっては、さまざまなSMBusクラスが階層的に
なっているためアプリケーション・コードがPECのオン/オフか
ら切り離され、移植が容易になります。LT_I2C.h、LT_SMBus.

h、LT_PMBus.hは、複数のAPIの層を形成します。Linduino 

PSMライブラリを移植するには、いずれかのAPIを選択し、ユー
ザー自身のライブラリを使用してユーザーのプラットフォーム
に実装します。最も一般的な移植では、LT_SMBusBaseクラス
を実装し直すと、PMBusクラスが機能し、数値変換が機能し、
他のすべての関数とサンプルが動作するようになります。

PMBusライブラリの使用
このライブラリは、このクラスというものをすべて理解していな
くても、いくつかの importとstatic変数とスケッチだけで使用
できます。

通常、ライブラリは「図11. includeライブラリ」のようにSketch

メニューを使用して追加されますが、最も重要なのは「図12. 

基本的なinclude」に示すいくつかの includeです。

図12．基本的な include

#include <LT_SMBusPec.h> 
#include <LT_SMBusNoPec.h> 
#include <LT_SMBus.h> 
#include <LT_SMBusMath.h>

スケッチには、「図13. static変数」のように少なくとも2つの
static変数があります（1つはsmbus用、もう1つはpmbus用）。
Static Variables.smbus変数のバージョンはPecまたはNoPec

のいずれかです。クリーン層の素晴らしい機能の1つは、プロ
ジェクトの必要性に応じSMBusまたはPMBusコードとしてア
プリケーション・コードを記述できることです。PMBus APIを
使用してアプリケーションを記述するとコマンド・コードやデー
タ形式に関する詳細が表面に出てくることがなく、SMBus API

を使用してアプリケーションを記述することで、可能なすべて
のコマンド・コードにアクセスしたり生の値に直接アクセスした
りできます。

図13．static変数

static LT_SMBus *smbus = new LT_SMBusPec(); 
static LT_SMBus *smbus = new LT_PBusPec(smbus);

2つの変数を初期化すると、smbus->によりSMBus APIを、
pmbus->によりPMBus APIを完全に使用できます。同じアプ
リケーションで両方のAPIを使用することもできます。

LT_PMBusMath

LT_PMBusMathクラスは、L11/L16形式と浮動小数点形式
の間の変換用の、高度に最適化された数値変換ライブラリで
す。PMBusコードには浮動小数点数は不要であり、整数だけ
を使用してエンドユーザー・アプリケーションが記述される場
合もあります（特に電圧と電流の値が事前に分かっている場
合やマイクロコントローラが小型のため浮動小数点変換処理
が非常に遅い場合など）。ファームウェアに変換処理が不要
な場合でも、アプリケーション用の整数を生成するためにオフ
ライン・アプリケーションで変換処理が使用される可能性が
ありますが、関数で浮動小数点が使用される場合はコードを
記述する方がはるかに簡単です。
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LT_I2Cライブラリ
LT_I2CライブラリはLT_PMBusライブラリに含まれるI2Cクラ
スとは異なります。LT_PMBusのバージョンは、大きいブロッ
クの動作をサポートするだけでなく、PMBus用にバイト順に
最適化されています。また、LT_PMBusライブラリのI2Cクラス
はWireライブラリがベースになっているため他のArduinoボー
ドへの移植性も高く、たとえばArduino Mega 2560にも使用
できます。

PSM以外のすべてのスケッチはLT_I2Cライブラリを使用しま
す。PSM/PMBusデバイスにはLT_I2Cライブラリを使用しない
のが最善策であり、また使用する必要もありません。

単純なスケッチの記述
学習に最良な方法はゼロからコードを記述することであり、こ
こではその方法について説明します。最も役に立つ例を次に
示します。1ステップずつ結果を確認しながら段階を追って進
めてください。

この例のスケッチでは、最初の項で説明したDC1962とその
他のハードウェアを使用しています。この例は、次の5つの単
純コマンドに対応できます。

1. Print Voltages（電圧値の表示）

2. Margin（マージニング）

3. On/Off（オン/オフ）

4. Bus Probe（バス・プロービング）

5. Reset（リセット）

ステップ1：空のスケッチを作成する
「図14. スケッチの新規作成」のようにメニューで[File]>[New]

と選択して新しいスケッチを作成します。「図15. 空のスケッ
チ」のように空のスケッチが表示されます。

図14．スケッチの新規作成

ステップ2：includeを追加する
メニューで[Sketch]>[Include]>[Include Library]と選択し、一
度に1つずつ以下のライブラリを選択します。

• UserInterface

• Linduino

• LT_PMBUS

LT_PMBUSライブラリの選択方法を「図17. include」に示しま
す。ライブラリはすべて、同じ[Include Library]メニューの中に
あります。

ファイルの先頭の行に次のようなinclude文を追加します。

#include <Arduino.h>

次に、アドレスとSMBus/PMBusオブジェクト用のstatic変数
を追加します。変数とシリアル・バス・オブジェクトを初期化す
るためのSetupコードを追加します。[File]>[Save]と選択して
コードを保存します。最後に、ツールバーのチェックボタンを
クリックしてコードをコンパイルします。

メニューで[File]>[Save As...]と選択し、新しいスケッチ
用のパスを選択します。フォルダ名とスケッチ名が「図16. 

名前を付けて保存」の名前と一致することを確認してく
ださい。Save As....パスは、LTSketchbookの下位にあっ
て[File]>[Preferences]ダイアログのものと同じでないと、
Sketchbookメニューに表示されません。

図15．空のスケッチ

図16．名前を付けて保存
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図17．include

図18．初期化コード

図19．プロンプト

作成したコードは、「図18. 初期化コード」のようになるはず
です。

ステップ3：メニューをセットアップする
メニューでは、選択肢を表示して、ユーザーの選択操作に応
答する必要があります。

プロンプトを表示するためのprint_prompt()関数を追加して
setup関数から呼び出すと、スケッチの実行時にメニュー・プロ
ンプトが表示されます。コードは、「図19. プロンプト」のような
るはずです。

コードを保存してコンパイルし、コードにエラーがないか確認
します。

ステップ4：メニューに対する応答機能を追加する
コンソールでメニュー選択肢が入力された場合、コードは入
力内容を読み込んで応答しなければなりません。

loop関数はユーザーの入力を処理します。loop関数は、まず
シリアル・バスが使用できるかいなかを確認します。次に、入
力を整数として読み込んでswitch文に渡します。switchは、い
くつかの機能を実行した後、prompt関数を呼び出します。各
コマンド用のコードはswitch文のそれぞれのcaseの内側に記
述され、promptはその後に呼び出されます。コードは「図20. 

ユーザー入力」のような形になるはずです。

コードを保存してコンパイルし、コードに間違いがないか確認
します。

ステップ5：電圧を読み込む
次に、実際に何らかの機能を実行するPMBusコードを記述し
てみましょう。

すべての電圧を読み込むコードを「図21. 電圧を読み込む」
に示します。コードは、case 1の内側に記述されています。2

つの変数voltageとpageに電圧とページが保持されていま
す。57～58行のように、voltageは浮動小数点形式、pageは
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図20．ユーザー入力

図21．電圧を読み込む

図22．マージニングとオン /オフ

図23．OPERATIONコマンドuint8_t形式になっています。表示にはArduinoの標準関数
であるSerial.print…を使用します。文字列を囲むF()は文字
列をフラッシュメモリに書き込みますので、貴重なRAMを使
用せずに済みます。各デバイスごとの forループは、pmbus-

>setPage(…)を呼び出してページをセットし、その後のpmbus-

>readVou(…)で電圧を読み込みます。次に、コードは、DEC

形式の10進数で電圧を表示します。

LT_PMBusライブラリで使用するすべてのAPI関数の宣言は
PMBus.hファイルまたはDoxigen文書に含まれています。

ステップ6：マージニングとオン /オフ
マージニングを行うコードは、動作がグローバルであり、すべ
てのデバイスが1つのコマンドに応答できページ・レジスタが
不要なため、電圧を表示するコードより単純です。表示すべき
ものもありません。

コードを「図22. マージニングとオン/オフ」に示します。case 4の
部分がメニュー選択肢 [No Margin]に対応します。マージニン
グの終了にsequenceOnGlobal()が使用されている点が奇妙に
思われるかも知れません。表面には見えませんが、これらに使
用されるPMMBusコマンドはOPERATION (0x01)コマンドです。

LTC3880のデータシートから転載した「図23. OPERATION

コマンド」から、マージニングを停止するための特定のコマン
ドは存在しないことが分かります。マージニングをオフにする
のに値0x80が使用されていますが、この値は「オンにすること」
を意味します。pmbus->sequenceOnGlobal()を使用してマージ
ニングをオフにしているのは、このためです。

ステップ7：バス・プロービングとリセット
バス・プロービング機能はSMBus APIに含まれるていますが、
すべてのデバイスがPMBusを使用するわけではありません。
プロービングのためsmbus->probe(0)を呼び出している様子を
「図24. プロービングとリセット」に示します。ゼロはプロービ



アプリケーションノート153

an153fa

AN153-9

図24．プロービングとリセット

ング対象であるPAGE (0x00)コマンドです。probeは有効なす
べてのアドレスをテストし、見つかったデバイスのリストを返し
ます。probeは、読み出しコマンド0x00に対してACKで応答
可能なすべてのデバイスを検出します。

resetコマンドはこれに比べると分かりやすいです。LTC388X

ファミリとLTC297Xファミリでは、リセットの方法が異なりま
す。LTC388XデバイスはMFR_RESET(0xFD)コマンドがサ
ポートされるのに対し、LTC297Xデバイスではサポートされ
ません。たとえばLTC2977の場合、コマンド0xFDはMFR_

RESETでなくMFR_TEMPERATURE_MINになります。転送
後はデバイスがリセットするため、マネージャをリセットするに
はNVMからRAMをリストアするのが正しい方法です。

ただし、同時にすべてのデバイスをリセットする場合はグルー
プ・コマンド・プロトコルを使用します。こうすると、すべての操
作が1つのトランザクションにグループ化され、STOPのときに
複数のPSMデバイスですべてのコマンドが実行されます。

グループ・プロトコル・トランザクションをセットアップする
方法を、「図24. プロービングとリセット」のcase 8に示し
ます。pmbus->startGroupprotocol()の 呼 び 出しとpmbus-

>executeGroupProtocol()の呼び出しの間にトランザクション
が挟まれています。

ステップ8：テスト
ここで、アプリケーションをコンパイルし、すべてが正しく機能
するか確認してみましょう。

アプリケーションが動作しているのに明確なデータが表示さ
れない場合は、何かが間違っている可能性があります。その
場合は、いくつかのデバッグ手法を使用してデバッグできます。
とりあえず、次の事項を再確認してみても良いでしょう。

• アドレス

• ページ

• break文

デバッグ
Linduino PSMアプリケーションやこれに関係するファームウェ
ア・アプリケーションをデバッグするには、次のようにいくつか
の方法があります。

• 表示する
• スパイ・ツールを使用する
• デバッグ

このアプリケーションノートでは第3の方法については説明し
ません。単純なスケッチの場合は通常、デバッガを使用する
必要はありません。デバッガについて詳しく学習したい方は、
ArduinoのWebサイトのフォーラムで、他の方たちが使用され
ているツールをご覧いただけます。

上の例で使用されている表示方法については、すでに確認し
ていただきました。さらに他のprint文を追加してデバッグする
こともできますが、その場合は必ず、RAMを使用しないよう文
字列をF()マクロ内に入れてください。テキストと数値を表示
する場合は、テキスト部がフラッシュメモリに格納されるよう
分離して2つの呼び出しにしてください。

PSMライブラリではこの手法が使用されており、NACKや
PECなどのエラーはコマンド・ウィンドウに表示されます。この
ため通常は、アプリケーション・コードへのデバッグ用の表示
機能の追加は制約されます。

DEC形式での表示については前の部分で確認していただき
ましたが、16進数その他の形式を使用することもできます。形
式についての詳細は、Arduinoの資料を参照してください。

PMBus用の最高のデバッガはスパイ・ツールです。スパイ・
ツールが素晴らしいのは、バス上のトラフィックを確認したり、
必要ならば、質問したいコードだけでなくトレース結果もLTC
のフィールド・アプリケーション・エンジニアに送れることです。

このアプリケーションノートでは、Total Phase社のBeagleと通
信するTotal Phase社のData Centerアプリケーションで生成
されるデータに焦点を当てています。Data Centerアプリケー
ション（www.totalphase.com）のインストールについては、Total 
Phase社のサイトに参考情報があります。

慣れていない場合に最も簡単なのは、先に作成したスケッチ
を使用してバスをトレースする方法です。メニュー選択肢3の
read voltages（電圧の読み出し）を使用します。

「図25. Beagleのトレース」にデータを示します。現在の位置を
見失わずにたどれるよう左端の参照番号を確認しながら、い
くつかのトランザクションを確認してみましょう。

参照番号#1（I1）と#6（I6）に2つのバイト書き込みトランザク
ションがあります。SMBusでは、これはバイト書き込みプロトコ
ルとなっています。コードでアドレスは0x30となっていますが、
これはLTC3880です。第1バイトの0x00はPAGEコマンドです。

http://www.totalphase.com
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図25．Beagleのトレース

図26．PAGEコマンド

図28．resetのトレース

PAGEコマンドはLTC3880のデータシートの表2に示されてい
ます。この表を使用するとBeagleのデータをすばやく解読でき
ます。Type欄がR/W Byteとなっていることに注目してください。
これは、レジスタが読み書きバイト・プロトコルでありどちらの
方向もサポートされることを意味します。

0x20はVOUT_MODEコマンドです。データシートの表2から、
これはR Byteコマンドであることが分かります。

これらを実行しているLinduino呼び出しは、「図21. 電圧を読
み込む」の64行目です。

なぜ、1つの関数呼び出しで2つのトランザクションが発行
されるのでしょうか？その理由を理解するためには、「図27. 

Read VOUTコード」に示すようにAPIの背後にあるコードを
調べる必要があります。

図27．Read VOUTコード

vout_L16 = smbus_.readWord(address, READ_VOUT); 
exp = (int8_t)

 (smbus_.readByte(address, VOUT_MODE) & 0x1F); 
return math_.lin16_to_float(vout_L16, exp);

このコードでは、smbus_.readWord(address, READ_VOUT)の
後にsmbus_.readByte(address, VOUT_MODE)があり、モー
ドから5ビットが抽出され、変数expに書き込まれています。こ
の後の数学的変換処理では、指数expを使用してL16形式か
ら浮動小数点形式に変換しています。

基本的に、電圧を読み込むためのコードは、L16を浮動小数
点に変換するのに使用される指数を読み込む汎用コードです。
LTC388XデバイスとLTC297Xデバイスでは、使用する指数が
異なります。これが、2つのトランザクションがある理由です。

注 :指数に関する事前知識があればコードを記述して動作
を多少速くすることはできますが、汎用コードの方がバグが
少なく、アプリケーションを容易に作成できます。両者はト
レードオフの関係にあるため、コード作成時に各自が判断
する必要があります。

結論を示す前に、もう1つ興味深いトランザクションの例であ
るresetを見てみましょう。

「図28. resetのトレース」を見てください。この例には3つの書
き込みトランザクションがあります。S/P欄は、2つがS、1つが
SPとなっています。これは、I1で「起動」、I2で「再起動」、I3で
「再起動して停止」することを意味します。また、それぞれにア
ドレスが異なり、0x30、0x32、0x33となっています。

先ほどのI1とI6に戻ってください。第2バイトは0x00、0x01に
なっています。このコードは、PAGEレジスタを0、1に設定し
ています。もう一度「図21. 電圧を読み込む」を見てください。
ページが設定されているのは、63行目の部分です。この直後
のI2～ I5の部分では、電圧が読み込まれます。

この部分は次のようになっています。

Write 0x8B, Read 0x9A 0x0D

Write 0x20, Read 0x14

0x8BはREAD_VOUTコマンドです。データシートの表2で、
これはR WordプロトコルでありL16形式になっていることが
分かります。
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これは、グループ・コマンド・プロトコルであるため、I3（STOP）
の最後にすべてのコマンドが処理されます。これは、「図24. プ
ロービングとリセット」の110～114行に対応します。

ある程度時間を掛けてBeagleのトレースを詳しく解読してみ
れば、PSMデバイスのPMBusコマンドをより完全に理解でき
ると思います。一方、コードを機能させることが目標である場
合は、PSMライブラリを利用すれば苦労せずに済みます。

LTpowerPlayによる詳細なデバッグ
最初の部分で、ほとんどのシステムは「おまかせ式」であり、一
部のシステムにはボード・マネージメント・コントローラ（BMC）
が含まれていると説明しましたが、実際には、BMCを含むシ
ステムは「おまかせ式」の要素とファームウェアを組み合わせ
たものです。完全なセットアップの責任をなぜBMCに負わせ
るのでしょうか？基本的なセットアップ・プログラムをPSMデ
バイス内に置き、付加的な数値関数のみにBMCファームウェ
アを使用した方が、はるかに簡単であり、システムの信頼性も
高くなります。その理由は、ほとんどのファームウェアは遠隔測
定値を読み込み、マージニングを行い、電圧変化はわずかで
しかなく、常にstaticであるシーケンスやPWM周波数などの
きわめて重要な機能を制御する必要がないためです。

LTpowerPlayは、PSMシステムを設計、デバッグ、起動するた
めの汎用ツールであるため、デバッグ・ファームウェアは物理
的なクロック・ラインとデータ・ライン上の他のPMBusマスタと
競合してしまいます。

2つのマスタの実際的な意味を説明する前に、PMBusに2つ
のマスタがあるとどうなるかを理解しておくと良いでしょう。
PMBusは、マルチマスタ機能を備えたSMBusがベースになっ
ています。

クロック・ラインとデータ・ラインはオープンドレインになってい
ます。このため、マスタかスレーブかを問わずすべてのデバイ
スは、ラインをプルダウンできますが、プルアップすることはで
きません。「マスタがデータ・ラインをプルダウンせずデータ・ラ
インが“L”であることを検出した場合、そのマスタは、別のマ
スタがデータ・ラインを“L”にプルダウンしていると判断し、別
のマスタがトランザクションを続行できるよう自身のトランザク
ションを終了する」というルールがあります。

この方式で時々呼び出されるビット優先調停機能は高度な方
法であり、データとしてゼロをアサートしているマスタが常に優
先されます。

LinduinoとLTpowerPlay（DC1613）はマルチマスタ対応である
ため問題はないと思われるかも知れませんが、注意しなけれ
ばならない重要なことがもう1つあります。

PMBusではPAGEコマンド（0x00）が定義されていますが、こ
れはデータ内のアドレスに似ています。ページはチャネルに似
ています。たとえばLTC2977は8つの電源を管理でき、個別
にPAGEレジスタ/コマンドによりアドレス指定される8つのチャ
ネルがあります。

実際には、これは、電圧などの値を読み込むために2つのトラ
ンザクションが必要であることを意味します。1つはPAGE用、
もう1つはREAD_VOUT用です。2つのマスタが同じスレーブ
から同時に遠隔測定値を読み込もうとしている場合に、一方
のマスタが他方のマスタのpageコマンドとtelemetryコマンド
の間にpageコマンドを実行しようとすると、間違ったページが
読み込まれます。

LTpowerPlayが起動され動作しているときに最優先で実行す
るのは、出力のグラフやエラーなどの重要情報をユーザーが
確認できるよう、遠隔測定値を読み込んで表示を最新の状態
に保つことです。では、ファームウェアは通常、何を行っている
と思いますか？遠隔測定値を読み込んでいるのです。

更に悪いケースとして、ファームウェアが起動時にVID（電圧
判定）機能を実行した場合を考えてみましょう。LTpowerPlay

がPAGEレジスタを変更したためにファームウェアが間違った
ページに電圧値を書き込んだら、どうなるでしょうか？システ
ムがエラーで停止したり、更に条件が悪ければ何かを損傷し
てしまう恐れもあります（幸いにも通常はVOUT_MAXレジス
タがシステムの損傷を防止しています）。

PAGEコマンドの基本的な問題は、PMBusの仕様の本質的
な性質によるものであり、LTCのパワーシステム・マネージメン
ト・デバイスに固有なものではないため、対処が必要です。

LTpowerPlayとファームウェアを共存させつつPAGEによる問
題を避けるには、基本的に2つの方法があります。第1の方法
では、単に2つのマスタを同時に通信させないようにします。
第2の方法では、どちらか一方のマスタに対しPAGE PLUSプ
ロトコルその他のテクニックを使用します。

PAGE PLUSはあまり使用されませんので、先にこちらを簡単
に説明しておきます。PAGE PLUSでは、1つのトランザクショ
ンにPAGEとCOMMANDが含まれた、原子トランザクション
を使用できます。この機能は、すべてのデバイスでサポートさ
れているわけではなく、通常は特殊な場合しか使用されない
ため、このアプリケーションノートではPAGE PLUSやその他
の難解なテクニックについては詳しく説明しません。他に問題
を解決する方法がない場合は、LTC PSMのデータシートで
お調べになるか、お客様の地域のフィールド・アプリケーショ
ン・エンジニアにお問い合わせください。
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図29．LTpowerPlayの起動 /停止

図30．LTpowerPlayが停止した状態

より一般的な方法は、LTpowerPlayとファームウェアが同時に
スレーブと通信するのを防ぐことです。LTpowerPlayには、こ
の動作を制御できる非常に簡単な方法が用意されています。
「図29. LTpowerPlayの起動 /停止」に示す遠隔測定値のグラ
フの画面では、ツールバーに赤い四角形のボタンがあります。

このボタンをクリックすると、すべての遠隔測定動作とバス
上でのLTpowerPlayのすべての動作が停止します。この後、
「図30. LTpowerPlayが停止した状態」のように赤いボタンが
緑の矢印キーに変わります。

残念なことに、ファームウェアによっては、このバスの動作を
停止させるための機能が組み込まれていないものもあります。
LTCは、バス動作停止機能が組み込まれた新しいファームウェ
アを設計するか、ハードウェアによるバス切り換え/マルチプレ
クス機能またはジャンパを使用することを強くお勧めします。

バス・マスタであるLTpowerPlayまたはファームウェアのいず
れかを停止させる方法があれば、必要に応じさまざまなツー
ルを使用して容易にデバッグを行えます。

要約すると、選択肢は次の2つです。

1. バス上で同時に1つのマスタだけが通信できるようにする

2. LTCのフィールド・アプリケーション・エンジニアのサポート
を受けながらPAGE PLUSの詳細機能やその他の高度な
手法を研究、追求する

新たに設計する場合の最善策は、常に上記の選択肢1です。

まとめ
PSMデバイス用のコードは、Linduino PSMのスケッチブッ
ク、またはLinduinoボードとオプションのDC2294シール
ドを使用すると、容易に記述できます。ライブラリには、
SMBusやPMBus用の使いやすいAPIが用意されています。
LTpowerPlayをデバッグに使用することもできますし、Total 

Phase社のBeagleや他のスパイ・ツールを接続してバス上のト
ラフィックを観察することもできます。

移植用のコードが必要な場合も、単にPMBusの機能を学習
したい場合も、入門にはLinduinoが大いに役立ちます。学習
してある程度慣れ、PSMプログラミングの基本を理解できれ
ば、自信を持って、さらに進んだり他のツールを使用したりで
きます。

これで、このアプリケーションノートを終わりますが、
LTSketchbookに添付されている他のいくつかのスケッチも
調べてみてください。Fault Log DecodingやIn System/Flight 

Updateなど、さらに高度なスケッチも試してください。


