 /*
      インターバルトレーニング用タイマー
      -----------------------------
      Attiny13Aを使った3分タイマ
      ウォッチドッグタイマー割り込みを使用

      スリープ時　   5.6uA
      Beep発振時　  5mA
      tictac発振時　43uA
        at 3.7V(Li-Poバッテリー)

      Ver-2 31.Jan.2019 Susumu Shikata
        3分に一度では動作しているか分からないので、4秒に一度クリック音を出す様にした。
        CPUクロックは1.2MHzを使用。

      Ver-2.1 5.Feb.2019 Susumu Shikata
        消費電力を減らすために、LEDを消灯。

    以下の情報を参考にさせて頂いた。
      http://tetsuakibaba.jp/index.php?page=workshop/ArduinoBasis/sleep
    本プログラムは以下
      DataSheet：https://avr.jp/user/DS/PDF/tiny13A.pdf
      参考①：http://revetronique.blog.fc2.com/blog-entry-147.html?sp
      参考②：http://cega.jp/avr-libc-jp/group__avr__watchdog.html


       ATMEL ATTINY13 / ARDUINO
    接続図(今回は、ブザーとLEDのみを使用)
      CPUのクロックは1.2MHzに設定

                   +-\/-+
   ADC0 (D 5) PB5 1|    |8 Vcc
        (D 3) PB3 2|    |7 PB2 (D 2) Buzzer
     Tx (D 4) PB4 3|    |6 PB1 (D 1) Rx
              GND 4|    |5 PB0 (D 0) LED
                   +----+

      Daisoの防犯ブザーに付いているコイル

        /-----------\
        |　　　　　　 | (底面図)
        |    ●(2)   |   1-2間 約1.3mH
        | ●(1) ●(3) |   2-3間 約68mH
        |　　　　　　 |　※ 2は中途タップ
        \-----------/
        
*/

#include <stdint.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>

//  WDTは8秒までしかカウントできないので、WDTを4秒に設定。
//  その後はプログラムで45回カウント(4*45=180秒(3分))
int t;
#define  TIMEUP  45     //  3分

/* 必須　*/
/*WDTがRESETを繰り返す異常を防ぐためのコード */
uint8_t mcusr_mirror __attribute__ ((section (".noinit")));
void get_mcusr(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init3")));

void get_mcusr(void) {
  mcusr_mirror = MCUSR;
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
}
/* WDTがRESETを繰り返す異常を防ぐためのコード */

//
//　ビープ音を出す関数
//
void beep( void ) {
  for ( int i = 0; i < 460; i++ ) {
    PORTB = (1 << PB2);                  //  PB2(Buzzer)をHIGH
    //PORTB = (1 << PB2) | (1 << PB0);    //  PB2(Buzzer),PB0(LED)をHIGH
    delay(1);
    PORTB = (0 << PB2);                  //  PB2(Buzzer)をLOW
    //PORTB = (0 << PB2) | (0 << PB0);    //  PB2(Buzzer),PB0(LED)をLOW
    delay(1);
  }
}

//
//　チクタク音を出す関数
//
void tictac( void ) {
  int i;
  for ( i = 0; i < 20; i++ ) {
    PORTB = (1 << PB2);    //  PB2(Buzzer),PB0(LED)をHIGH
    delayMicroseconds(100);
    PORTB = (0 << PB2);    //  PB2(Buzzer),PB0(LED)をLOW
    delayMicroseconds(100);
  }
}

void wdt_set(void);

/*
    ウォッチドッグタイマ割り込み処理
*/
ISR(WDT_vect) {

  // タイマを止めて処理を始める
  wdt_disable();

  // ウォッチドッグタイマは4秒毎にタイムアップするので、ソフトでこれをカウントする。
  t++;
  if ( t >= TIMEUP ) {
    // タイムアップアラーム(LEDとブザーを鳴動)
    t = 0;
    beep();
  } else {
    tictac();
  }
  // 割り込み処理を終了したので、再びタイマーをスタート
  wdt_set();
}


void setup() {
  PORTB = (1 << PB3);                 /* プルアップを設定 */
  DDRB = (1 << DDB2) | (1 << DDB0);   /* 入出力方向を設定 */

  beep();       //　開始メッセージ
  t = 0;
  /* */
  /* プルアップとHigh値を設定 */ /* 入出力方向を設定 */
  /* 同期化遅延対処 */
  /* ピン値読み戻し */
  // Low consumption setting
  // 1. disable ADC（A/D変換器）
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);         // OFF  (ADCSRA & 01111111)
  // 2. disable ACSR（アナログ比較器）
  ACSR |= (1 << ACD);             // OFF
  // 3. WatchDogTimer Setting
  wdt_set();
  // 4. Switch to the Power Down sleep mode
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);

  // go to sleep and wait for interrupt...
  for (;;) {
    sleep_mode();
  }
}


void loop() {
}


/*
    ウォッチドッグタイマを設定する関数
*/
void wdt_set(void) {
  // WDT Initialize (Reset)
  cli();                      //clear all interrupts
  wdt_reset();
  // Timer Setting
  WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
  //WDTCR = (0 << WDP3) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1) | (1 << WDP0); // 2s sleep(dev256k)
  WDTCR = (1 << WDP3) | (0 << WDP2) | (0 << WDP1) | (0 << WDP0);  // 4s sleep(dev512k)
  // Enable global interrupts
  WDTCR |= (1 << WDTIE);
  sei();
}
