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/*********************************************************************
 * RDA5807M - PIC12LF1822　 FM ラジオ
 * DSPRX0C_RDA01.C 　April 26, 2020   by JA1HHF
 * 受信周波数：FM 76.0 --- 108.0 MHz
 * MPLAB XC8 C Compiler v2.10 & ICD 3
 * *******************************************************************/

// ********************* 受信機能設定 ********************************
#define  SWs         (PORTA|0b11000110)       // SW 4ケの状態
#define  VolDn       !PORTAbits.RA5           // SW 音量 下げる
#define  VolUp       !PORTAbits.RA4           // SW 音量 上げる
#define  stationDn   !PORTAbits.RA3           // SW 選局 下向き
#define  stationUp   !PORTAbits.RA0           // SW 選局 上向き
                            //  RA2 = I2C SDA
                            //  RA1 = I2C SCL 

// ********************* 使用 PIC (PIC12LF1822) **********************
#include <xc.h>

// ******************* コンフィグレーション **************************
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSC    // 内蔵オシレータ選択
#pragma config WDTE = OFF       // ｳｦｯﾁﾄﾞｸﾞ無効
#pragma config PWRTE = OFF      // ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾀｲﾏ無効
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR ﾋﾟﾝはﾃﾞｼﾞﾀﾙ入出力
#pragma config CP = OFF         // ｺｰﾄﾞﾌﾟﾛﾃｸﾄ無効
#pragma config CPD = OFF        // ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘの保護は無効
#pragma config BOREN = ON       // ﾌﾞﾗｳﾅｳﾄﾘｾｯﾄ無効
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // ｸﾛｯｸｱｳﾄ機能無効
#pragma config IESO = OFF       // 内部／外部ｽｲｯﾁｵｰﾊﾞﾓｰﾄﾞ無効
#pragma config FCMEN = OFF      // ｸﾛｯｸ監視無効
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘ書込保護 OFF
#pragma config PLLEN = OFF      // PLL x 4 無効
#pragma config STVREN = ON      // ｽﾀｯｸｵｰﾊﾞﾘｾｯﾄ有効
#pragma config BORV = LO        // ﾌﾞﾗｳﾝｱｳﾄ電圧 LOW
#pragma config LVP = OFF        // 低電圧ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ無効

// ******************* 定 義 *****************************************
#define _XTAL_FREQ    4000000   // PICの内部発振周波数 4MHz に設定 
#define CONTRAST      0x28      // Vcc = 3.3V の LCD ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定

// ******************* プロトタイピング ******************************
void RDA_Write(unsigned char, unsigned int);  // RDA5807M 書込み用
void Freq_set(int);             // 設定周波数
void RX_Disp(char);             // 放送局名と周波数表示
void i2cTxData(char);           // I2C 1文字保存書込送信用
void i2cintl(void);             // I2C 初期設定用
void i2cLcdWrite(char, char, char); // LCD I2C 初期化
void LCD_dat(char);             // LCD ﾃﾞｰﾀ入力
void LCD_cmd(char);             // LCD ｺﾏﾝﾄﾞ入力
void LCD_clr(void);             // LCD ｸﾘﾔ
void LCD_int(void);             // LCD 初期化 
void LCD_ROMstr(const char *str);  // LCD 表示文字 
void LCD_ROM2str(const char *str);  // LCD 2行目表示文字

// ************* EEROM に設定する番号 *********************************
__EEPROM_DATA (0,15,0,0,0,0,0,0);    //0番地：局、1番地：音量

// ******************* メインプログラム *******************************
void main() {
    __delay_ms(100);                      // 起動遅延
    signed char stn;                      // 受信局の番号 stn
    signed char vol;                      // 音量段階 vol 
    
// PIC の設定 --------------------------------------------------------        
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    OSCCON = 0b01101010;                  // 内部クロック4MHz
    PORTA = 0x00;                         // PortA クリヤ  
    TRISA = 0xFF;                         // PortA すべて入力
    ANSELA  = 0x00;                       // すべてデジタル
    WPUA   = 0x00;                        // 弱プルアップ OFF
    IOCAN = 0b00111001;                   // ｽｲｯﾁ入力状態変化割込み
    INTCONbits.IOCIE = 1;                 // 状態変化割り込有効

// I2C 初期化 ---------------------------------------------------------
    SSP1CON1 = 0b00001000;                // I2C Master modeにする
    SSP1CON2 = 0x00;                      // PowerOn初期値にする
    SSP1STAT = 0b10000000;                // スルーレート制御は無効
    SSP1ADD  = 9;                         // クロックの設定 100k@4MHz
    SSP1CON1bits.SSPEN = 1;               // SDA と SCL 有効にする
    
// EEPROM 読出し ---------------------------------------------------
    stn = eeprom_read(0);                 // 起動時受信局番号
    vol = eeprom_read(1);                 // 起動時音量
        
// LCD 初期化 --------------------------------------------------------
    LCD_int();
    
// RDA5807M 初期化 ---------------------------------------------------    
    RDA_Write(0x02, 0x1001);               // 音量ﾐｭｰﾄ
    RDA_Write(0x03, 0x0008);               // ﾁｭｰﾝ無効                
    RDA_Write(0x04, 0x0000);               // AFC 有効
    RDA_Write(0x05, 0x8880 + vol);         // 音量
    RX_Disp(stn);                          // 受信設定とLCD 表示
    __delay_ms(100);                       // 遅延
    RDA_Write(0x02, 0xD001);               // 音声
    __delay_ms(100);                       // 遅延 
    
// 選局と音量調節スイッチ操作 ----------------------------------------
    while(1){
            while(SWs == 0xFF);            // SW が押されるのを待つ
            __delay_ms(5);                 // チャタリング防止
        
        // 受信局を変更 （上向き）------------------------------------
        if(stationUp){ 
            stn += 1;                      // 局番号変更 stn + 1
            if(stn > 7)stn = 0;            // 局番号を上向き変更
            RX_Disp(stn);                  // 放送局選定とLCD表示
            eeprom_write(0, stn);          // EEPROM 0番地に stn 書込み
        }
     
        // 受信局を変更（下向き）------------------------------------- 
        if(stationDn){
            stn -= 1;                      // 局番号変更 stn - 1
            if(stn < 0)stn = 7;            // 局番号を下向き変更
            RX_Disp(stn);                  // 放送局選定とLCD表示
            eeprom_write(0, stn);          // EEPROM 0番地に stn 書込み
        }    
                    
        // 音量を大きくする （ﾁｯﾌﾟの機能は 15段階）-------------------
        if(VolUp){
            vol += 1;                      // 音量を上げる vol + 1
            if(vol > 15)vol = 15;          // 上限の確認
            RDA_Write(0x05,0x8880 + vol);  // 音量をセット
            eeprom_write(1, vol);          // EEPROM 1番地にvol書込み
        }
        
        // 音量を小さくする ------------------------------------------
        if(VolDn){    
            vol -= 1;                      // 音量を上げる vol - 1
            if(vol <  0)vol = 0;           // 下限の確認
            RDA_Write(0x05,0x8880 + vol);  // 音量をセット
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            eeprom_write(1, vol);          // EEPROM 1番地にvol書込み
        }      
        IOCAF = 0;                         // PORTA 状態変化割込み可
        SLEEP();                           // SW-ON 無ければｽﾘｰﾌﾟ
    }
}
// ******************* メインプログラム終わり *************************

//******** 受信周波数設定、局名と周波数を LCD に表示 ******************
void RX_Disp(char stn_num){
    LCD_clr();
    
    switch(stn_num){
        case 0: Freq_set(7950);
                LCD_ROMstr("NACK5");    LCD_ROM2str("79.5MHz"); break;
        case 1: Freq_set(8000); 
                LCD_ROMstr("TOKYO-FM"); LCD_ROM2str("80.0MHz"); break;
        case 2: Freq_set(8130); 
                LCD_ROMstr("J-WAVE");   LCD_ROM2str("81.3MHz"); break;
        case 3: Freq_set(8250);
                LCD_ROMstr("NHK-FM");   LCD_ROM2str("82.5MHz"); break;
        case 4: Freq_set(8630);     
                LCD_ROMstr("FM-GUNMA"); LCD_ROM2str("86.3MHz"); break;
        case 5: Freq_set(9050); 
                LCD_ROMstr("TBS-FM");   LCD_ROM2str("90.5MHz"); break;
        case 6: Freq_set(9160); 
                LCD_ROMstr("BUNKA-FM"); LCD_ROM2str("91.6MHz"); break;
        case 7: Freq_set(9300); 
                LCD_ROMstr("NIPPON");   LCD_ROM2str("93.0MHz"); break;
    default: break;
    }
}

// *************** I2C 関連の関数 **************************************
// I2C スタートコンディション ------------------------------------------
void i2cStart(){
    SSP1IF = 0;
    SSP1CON2bits.SEN = 1;               // I2C スタート
    while (SSP1IF == 0) {}
    SSP1IF = 0;
}

// I2C ストップコンデション --------------------------------------------
void i2cStop(){
    SSP1IF = 0;
    SSP1CON2bits.PEN = 1;               // I2C ストップ
    while (SSP1IF == 0) {}
    SSP1IF = 0;
}

// I2C で RDA5307M のレジスタに書込む ----------------------------------
void RDA_Write(unsigned char add, unsigned int data) {
    i2cStart();                         // I2C ｽﾀｰﾄ
    i2cTxData(0x22);                    // Chipアドレス送信
    i2cTxData(add);                     // RegAddress
    i2cTxData(data >> 8);               // Register data MSB
    i2cTxData(data & 0xff);             // Register data LSB
    i2cStop();                          // I2C ｽﾄｯﾌﾟ
    __delay_us(500);
}

// I2C で LCD のレジスタに書込む ---------------------------------------
void i2cLcdWrite(char addr, char cont, char data){
    i2cStart();                         // I2C ｽﾀｰﾄ
    i2cTxData(addr);                    // アドレス送信
    i2cTxData(cont);                    // 制御コード送信
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    i2cTxData(data);                    // データ送信
    i2cStop();                          // I2C ｽﾄｯﾌﾟ
}

// I2C で SSP1BUF に１文字保存し送信終了を待つ -------------------------
void i2cTxData(char data){
    PIR1bits.SSP1IF = 0;                // 終了フラグクリア
    SSP1BUF = data;                     // データセット
    while(!PIR1bits.SSP1IF);            // 送信終了待ち
}

//********* 新周波数設定 ******************************************
void Freq_set(int freq){
    signed int reg_val;
    reg_val=(freq - 7600)/10;               // 受信ﾁｬﾝﾈﾙ計算
    RDA_Write(0x03, (reg_val << 6) + 0x18); // 計算値を書込む　
    __delay_ms(100);
}

//********* LCD 関連 *********************************************
// １文字表示 ----------------------------------------------------
void LCD_dat(char chr){
    i2cLcdWrite(0x7C, 0x40, chr);
     __delay_us(50);            // 50μsec 遅延
}

// コマンド出力 --------------------------------------------------
void LCD_cmd(char cmd){
    i2cLcdWrite(0x7C, 0x00, cmd);
    if(cmd & 0xFC)              // Clear と Home でない場合
        __delay_us(50);         // 50usec 遅延
    else                        // Clear と Home の場合
        __delay_ms(2);          // 2msec 遅延
}

// 全消去 --------------------------------------------------------
void LCD_clr(void){
    LCD_cmd(0x01);             //Clearコマンド出力
}

// LCD 初期化 ----------------------------------------------------
void LCD_int(void){
    __delay_ms(100);
    LCD_cmd(0x38);             // 8bit 2行 表示命令モード
    LCD_cmd(0x39);             // 8bit 2行 拡張命令モード
    LCD_cmd(0x14);             // OSC  BIAS 設定1/5
    // コントラスト設定
    LCD_cmd(0x70 + (CONTRAST & 0x0F));
    LCD_cmd(0x5C + (CONTRAST >> 4));
    LCD_cmd(0x6B);             // Ffollwer
    __delay_ms(200);
    LCD_cmd(0x38);             // 表示命令モード
    LCD_cmd(0x0C);             // Display On
    LCD_cmd(0x01);             // Clear Display
}

// LCD Rom 文字列 1 行目出力 -----------------------------------------
void LCD_ROMstr(const char *str){
    while(*str)                //文字列の終わり(00)まで継続
        LCD_dat(*str++);       //文字出力しポインタ＋１
}

// LCD Rom 文字列 2 行目出力 -----------------------------------------
void LCD_ROM2str(const char *str){
    LCD_cmd(0xC0);    
    while(*str)                //文字列の終わり(00)まで継続
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        LCD_dat(*str++);       //文字出力しポインタ＋１
}
// ******************* 全プログラムの終わり ***************************

/* 付 記 */
/* [1] 周波数（バンク）の設定 **********
   RDA5807M への受信周波数（バンク）書込みは
　 関数 void Freq_set(int freq)で自動計算して書き込まれます。
     放送局 NHK-FM 82.5 MHz の例
     周波数を 10KHz 単位にすると 8250, 最低周波数は 7600 (76.0 MHz)
     受信周波数 = (8250 - 7600)/10 = 65
     10進数 65 を 2進数で表示すると 　　1000001
     RDA5807M の 0x03 ﾚｼﾞｽﾀ 0x00000000 00000000 では 
     6 ﾋﾞｯﾄ左寄せした部分に計算した周波数ﾊﾞﾝｸの値を入れるので
　　 　　　　　　　　　　　 0x00010000 01------ となります。
　　 5--0 ﾋﾞｯﾄには周波数帯などの値を入れるので
 　  　　　　　　　　　その値を　        01100 に設定すると
     0x03 ﾚｼﾞｽﾀに書込む値は 0x00010000 01001100 となります。
　　以上の計算は全てプログラム内で自動的に行われます。 */

/* [2] PIC について **********
　　このﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは  PIC12LF1822 を使用していますが
　　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを作る際 PIC12F1822 を選択すればこのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ は使えます。*/

/* [3] 音量調節 **************
　　RDA5807M の音量は 0--15 段階で調節できます。
　　音量は対数曲線的な変化で音量を上げていくとあまり変化は感じません。*/

/* [4] 受信ノイズ ************
　  RDA5807M は 外部 ﾉｲｽﾞ に弱い感じがします。
    LED 電気ｽﾀﾝﾄﾞやｲﾝﾊﾞｰﾀ電源など家電製品のそばで使うとﾉｲｽﾞを拾います。
　  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 書込みに使用する ICD 3 は放送受信時は外した方がよいでしょう。*/

/* [5] ｿﾙﾀﾞﾚｽﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ **********
　  大型 ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 使用で電源取り入れ部より離れた個所に消費電流の
    大きい AF ｱﾝﾌﾟを接地したので音声の ﾋﾟｰｸ で LCD が点滅することが
     ありました。電源回路に 1,000μF 程度の電解 ｺﾝﾃﾞﾝｻ を付けると
    LCD の ﾁﾗﾂｷ は解消できました。*/


