/*
     自転車テールライト
     -----------------------------
     Attiny13Aを使ったLED点滅によるテールライト
     ウォッチドッグタイマー割り込みを使用

     スリープ時　   0.1uA
     WDT発振時　   5~6mA
       at 3.7V(Li-Poバッテリー)
             
     Ver-1 12.Aug.2019 Susumu Shikata
       CPUクロックは1.2MHzを使用。
       0.5秒に一度ウォッチドッグタイマはタイムアップ。この時点でLEDの表示をトグルする。
       ウォッチドッグタイマは内蔵128KHzの発振器を原振とするので、64,000分周すると0.5秒になる。
       INT0には、タクトスイッチを接続。
        2～3秒押し続けると、ON(WDTスタート)、短かく押すと、OFF(SLEEP_MODE_PWR_DOWN)になる。

      ATMEL ATTINY13 / ARDUINO
   接続図(今回は、外部SW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) SCK
    Tx (D 4) PB4 3|    |6 PB1 (D 1) INT0 MISO ←SW
             GND 4|    |5 PB0 (D 0) MOSI    ← LED
                  +----+

*/

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

/* 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();
}

void wdt_set(void);

/*
 * 外部割り込み入力(=SW押下)
 */
ISR(INT0_vect)
{
    //cli(); 
    //PORTB |= (1 << PB0);               // 一旦LEDを点灯する
    wdt_disable();                    //　WDTを止めて
    _delay_ms(10);                    //  チャタリング防止タイマ
    PORTB &= ~(1<<PB0);               // LEDを消灯する
    _delay_ms(1000);      //　長押しなら、WDTをスタートする。
    if((PINB & _BV(PB1)) == 0x00) {   // 1秒後にボタン押下中なら
      PORTB |= (1 << PB0);               // LEDを点灯する
      _delay_ms(2000);
      wdt_set();                      //  WDTをスタート
    }
    sei();
}

/*
    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0.5秒毎にタイムアップする。
  PORTB ^= 1 << PB0;        // LEDをトグルする。

  // 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() {
  //  tiny13では外部割り込みはPB1にINT0が割り当てられている。
  //MCUCR |= ( 1 << ISC01 );    // falling edge of INT0
  MCUCR |= (0 << ISC01) | (0 << ISC00);     // Low level of INT0
  GIMSK |= ( 1 << INT0 );     // enable INT0 interrupt

  DDRB = (0 << DDB1);                 /* 入出力方向を設定(PB1=入力) */ 
  PORTB = (1 << PB1);                 /* プルアップを設定(PB1=H) */
  DDRB = (1 << DDB0);                 /* 入出力方向を設定(PB0=出力) */
  //DDRB |= ( 1 << PB0 );

  /* 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) | (0 << WDP1) | (1 << WDP0);  // 0.5s sleep(dev64k)
  // Enable global interrupts
  WDTCR |= (1 << WDTIE);
  sei();
}
