
//
//  フルカラーLEDの混色を確かめる
//    2016/6/30 S.S
//  Ver-1.0
//    アナログポートに10KΩのVRを3個。
//      それぞれ A0=赤/A1=緑/A2=青の設定用とする。
//    出力ポートにLEDの各色を接続PWM制御を行う
//      D9=赤/D10=緑/D11=青
//    入力ポートに双投のSWを接続。表示切り替え用に使う
//      可動接点をGND
//      両端の接点をそれぞれD3/D4に接続する。
//    入力値(VRの値)を確認できるよう、9桁のLED(TS-206)を搭載
//      DATA=D5/WR=D6/CS=D7の出力ポートに接続
//      Vddとバックライト(LED-A)は+5Vに接続
//

#include <Ts206.h>
// LEDセグメント
#define EL1 9    // Red
#define EL2 10    // Green
#define EL3 11    // Blue

#define RED   0    // 赤の内部コード
#define GREEN 1    // 緑の内部コード
#define BLUE  2    // 青の内部コード

// 設定ボリューム
#define VR1 A0    // Red
#define VR2 A1    // Green
#define VR3 A2    // Blue
// LCD制御
#define DATA  5
#define WR    6
#define CS    7
// モードSW
#define MODE0  4
#define MODE1  3

// 液晶ドライバを設定
Ts206 lcd( DATA, WR, CS );

char s[5];      // 液晶表示用のバッファ
int r, g ,b;    // RGB設定値読み込み用変数
int vr, vg, vb; // 出力電圧変換用変数

//
// 各セグメント値の表示



//  入力：カラーコード、設定値、スイッチのコード、下限値
//
int disp_value( int col, int val, int mode, int limit ) {
  long  tmp;
  int   offset;
  int   resp, i, j, v;

  offset = ( col * 3 ) + 1;   // 各色の表示開始位置
  switch ( mode ) {
    case  1:        // アナログ入力値の％表示(99÷1023)
      tmp = 0.097 * val;
      v = (int) tmp;
      sprintf( s, "%3d", v );        // アナログ入力の値をLCDの3桁に表示
      break;
    case  2:        // アナログ入力値の16進表示
      sprintf( s, "%03x", val );        // アナログ入力の値をLCDの3桁に表示
      break;
    case  3:        // アナログ入力値の電圧表示
      if ( val >= 999 ) v = 999;
      else v = val;
      sprintf( s, "%3d", v );        // アナログ入力の値をLCDの3桁に表示
      break;
  }
  // 最低電圧時にLEDを消灯させるための処理
  if ( val > limit ) resp = val;
  else resp = 0;                  // VRの最低値なら、出力電圧は０
  // 液晶の3桁に設定値を表示する
  j = 0;
  for ( i = offset; i < offset+3; i++) {
    lcd.disp( i, s[j] );
    j++;
  }
  return resp;
}
  
void setup()
{
  // モードSW入力ポート
  pinMode(MODE0, INPUT);           // ピンを入力に設定
  digitalWrite(MODE0, HIGH);       // プルアップ抵抗を有効に
  pinMode(MODE1, INPUT);           // ピンを入力に設定
  digitalWrite(MODE1, HIGH);       // プルアップ抵抗を有効に
  // アナログ出力ポート(PWM)
  pinMode(EL1, OUTPUT);
  pinMode(EL2, OUTPUT);
  pinMode(EL3, OUTPUT);
  
  lcd.begin();



  //Serial.begin( 9600 );
}
void loop()
{
  int m;
  
  m = digitalRead( MODE0 )*2 + digitalRead( MODE1 );     // SWの値を変数パターン化
  r = analogRead( VR1 );      // 設定値を読む
  g = analogRead( VR2 );
  b = analogRead( VR3 );

  vr = disp_value( RED, r, m, 0 );         //  Redセグメントを表示
  vg = disp_value( GREEN, g, m, 17 );      //  Greenセグメントを表示
  vb = disp_value( BLUE, b, m, 20 );         //  Redセグメントを表示
  // 設定値をフルカラーLEDに出力
  analogWrite( EL1, vr/4 );      // PWM出力の最大値は255
  analogWrite( EL2, vg/4 );
  analogWrite( EL3, vb/4 );
}


