/*
   『雨降りロボット』
   ESP Wroom-02を使用した雨降り検知プログラム
   ---------------------------------------
    Ver-1.1 8.Dec.2018  Wi-FiのSSIDとパスワードをプログラムに埋め込み
                        (SPIFFSとGPIO割り込みが競合(?)…同時に使用できないため。)
                        メール送信先をiCloudに変更
                        (popメールはPush配信に対応していないため)
    Ver-1.0 1.Dec.2018  by Susumu Shikata

*/
#include <ESP8266WiFi.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#include "gpio.h"
}

#define START_MSG "RainForcast V1.1 start."
#define GREEN_LED  4
#define ORANGE_LED 5
#define GPIO0_SW   0
#define Rain_SW   13
/******************************************************/
const char* ssid = "Wi-FiのID";
const char* password = "Wi-Fi接続へのパスワード";
/******************************************************/
bool  stat = false;       //  false=スリーブ / true=ウェイクアップ

/**** メールに関する設定 ****/
const char* host = "送信(SMTP)サーバ";  //  送信(SMTP)サーバ
const int httpPort = 25;                    //  SMTP接続ポート番号
/*************************************************************************************
   認証設定
   const char* auth_pass = "ユーザー名\0ユーザー名\0メールパスワード";
   "ユーザー名\0ユーザー名\0メールパスワード";をBASE64にエンコードしておく。
   ターミナルから下のコマンドでエンコードする↓
    printf "%s\0%s\0%s" user@example.jp user@example.jp hoge | openssl base64 -e | tr -d '\n';
*************************************************************************************/
const char* auth_pass = "BASE64にエンコードされたアカウント情報"
/************************************************************************************/
//  メールアドレスは”<>”で囲う
const char* mail_from = "<雨降りロボットのメールアドレス>";     //  送信元メールアドレス
const char* rcpt_to = "<IOSの場合はiCloudのメールアカウント>"; //　配信先メールアドレス(push配信可能なメール)
const char* subject = "『降雨検出アラーム』雨降りロボットより";   //　サブジェクト
/************************************************************************************/

WiFiClient client;

/*
   ホスト(SMTP)からの応答を受信、シリアルで表示する関数
*/
void ReadLoop() {
  while (client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.print(line);
  }
}

/*
   メール送信のための関数
*/
void message_send() {
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(host);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("Connection failed");
    return;
  }
  client.print("EHLO ");      //  拡張挨拶コマンド
  client.println(host);
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.println("AUTH PLAIN"); //  SMTP認証コマンド
  ReadLoop();
  delay(3000);
  client.println(auth_pass);    //  メールアカウント+パスワード
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.print("MAIL FROM:");   //  送信元
  client.println(mail_from);
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.print("RCPT TO: ");    //  配信先
  client.println(rcpt_to);
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.println("DATA");       //  本文開始コマンド
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.print("From: ");       //  本文ヘッダ
  client.println(mail_from);
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.print("To: ");
  client.println(rcpt_to);
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.print("Subject: ");    //  サブジェクト
  client.println(subject);
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.println("");
  client.println("雨が降ってきました。ご注意ください。");  //  メール本文
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.println(".");          //  本文の終了は、ピリオド行
  ReadLoop();
  delay(1000);
  client.println("QUIT");       //  終了コマンド
  ReadLoop();
  Serial.println();
  Serial.println("Closing connection");
}

/*
   Wi-Fiのアクセスポイントに接続する
   ------------------------------
    接続成功するまで、緑とオレンジのLEDが交互に点滅する。
*/
void ap_connect() {
  int n;
  bool led = HIGH;

  digitalWrite(ORANGE_LED, 0);
  Serial.println("\nStart Wi-Fi connecting.");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  wifi_station_set_auto_connect(false);
  WiFi.begin(ssid, password);
  //  Wi-Fiに接続する
  while ((n = WiFi.status()) != WL_CONNECTED) {
    //  接続成功するまで緑とオレンジのLEDを交互に点灯
    Serial.print(String(n) + ".");
    digitalWrite( GREEN_LED, led );
    digitalWrite( ORANGE_LED, !led );
    led = !led;
    delay(500);
    if (n == WL_NO_SSID_AVAIL || n == WL_CONNECT_FAILED)
      WiFi.reconnect();
  }
  Serial.println("\nWi-Fi connected.");
  digitalWrite( ORANGE_LED, HIGH );
}

/*
   Wi-Fiのアクセスポイントから接続解除(切断)する。
*/
void ap_disconnect() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    return;
  WiFi.disconnect();
  int n;
  while ((n = WiFi.status()) != WL_IDLE_STATUS) {
    Serial.print(String(n) + " ");
    delay(100);
  }
  Serial.println("ap_disconnect() done.");
}

/*
   light-sleepの終了時の後始末のための関数
*/
void fpm_wakup_cb(void)
{
  Serial.println("fpm_wakup_cb start");
  gpio_pin_wakeup_disable();            //  GPIOピンをlight-sleep復帰目的から切り離す
  wifi_fpm_close();                     //  プログラムによるスリープ動作を禁止
}

/*
   light-sleepの開始
   ----------------------------------------------------------
  　この関数では、まずWiFiの切断と利用を禁止し、その後スリープに関わる操作を行っている。
*/
void start_light_sleep() {
  Serial.println("\nstart_light_sleep() start.");
  digitalWrite(ORANGE_LED, HIGH);
  digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
  stat = false;             //  スリープ中フラグをON(=false)
  ap_disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  wifi_set_opmode_current(NULL_MODE);
  wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T); //  スリープモードを指定。
  wifi_fpm_open();                        //  プログラムによるスリープの許可。
  gpio_pin_wakeup_enable(Rain_SW, GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL); //  GPIO(Rain_SW)がLOWになったらウェイクアップ
  wifi_fpm_set_wakeup_cb(fpm_wakup_cb);   // ウェイクアップ時のコールバック関数を指定
  wifi_fpm_do_sleep(0xFFFFFFF);           //スリープ開始。引数の0xFFFFFFF により、タイマーではなくGPIO入力の変化によってウェイクアップ
  delay(10);
  Serial.println("\nstart_light_sleep() wake up.");
  stat = true;            //  スリープ中フラグをOFF(=true)
}

/*
   システム初期化
*/
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode( GPIO0_SW, INPUT );
  pinMode( Rain_SW, INPUT );
  pinMode( GREEN_LED, OUTPUT );       //  ステータス表示用に緑とオレンジの2色発光LEDを使用
  pinMode( ORANGE_LED, OUTPUT );
  digitalWrite( GREEN_LED, HIGH );    //  HIGHで消灯
  digitalWrite( ORANGE_LED, LOW );    //  LOWで点灯(起動直後は緑表示)

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  delay( 1000 );
  start_light_sleep();
}

void loop() {
  static int counter = 0;
  
  delay(400);
  if (counter++ % 3 == 0) {
    digitalWrite(GREEN_LED, digitalRead(GREEN_LED) ^ 1);
    Serial.print("*");
  }
  if (stat == true) {
    //  スリープから復帰(雨を検出)したら
    stat = false;
    Serial.println("\nRain comming");
    //  Wi-Fiを接続する。
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  ap_connect();
    //  Wi-Fiの接続に成功したら、メールを送信
    message_send();
    //  メールを送信したら再びスリープする
    start_light_sleep();
  }
}
