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１．はじめに
RC4 は、YAESU 製のローテータをパソコンでリモートコントロールできるようにした
付加装置です。RC4 は次のような特徴があります。
1)4 台の YAESU 製ローテータをパソコンで制御できる
2)Ethernet で接続されているので、リモートシャックに対応できる
3)プリフィックスを入力すると方位を計算して表示する
4)方位を設定して START ボタンをクリックすると自動的に移動する

2013 年 12 月に製作した「RC2」をベースにハードウェアとパソコン側アプリを改良
しました。主な改良点は次の通りです。
1)4 台のローテータに対応する。
2)パソコンとは Ethernet で接続する。
3)ローテータ毎にマイコン（HCS08）を配置し、実際の制御はマイコンで行う。
4）4 つのマイコンは ColdFire 基板の１つのシリアルポートに接続されていて、
ColdFire 基板から Ethernet でパソコンに接続する。
本アプリは Visual Basic 2010 Express を使用して Windows7 Professional (64 ビッ
ト版）で開発しました。ソースコードを公開しますので、興味のある方はご自分で Zip
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ファイルを展開してビルドしてください。Zip ファイルの中にはバイナリ（RC2->bin>Debug->RC2.exe)もありますが、正常に動作させるにはデータベース（MySQL)をイ
ンストールする必要があります。
データベース（MySQL)のインストール方法については、MySQL のホームページ
（http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/ja/installing-myodbc.html ）等を参照してください。
MySQL は著名なフリーのデータベースです。

２

テーブルのインストール方法
データベース（MySQL)がインストールできたら、本アプリで使用するテーブル（デー

タ）をインストールします。
最初に、次に示す 2 つのデータファイルをダウンロードして、C:\temp

に格納して

ください。
1)DXCC カントリリスト
DXCCprefix2.csv
2)ITU プリフィックス割当
ITUprefix2.csv
MySQL コマンドラインクライアントを起動して、パスワードを入力した後に、次のよ
うに入力してデータベース（テーブルの入れ物）を作ります。
mysql>create database ham
これで、'ham'という名前のデータベースができました。
次に、このデータベースを使って、以降の作業をするために、次のように入力します。
mysql>use ham
load data コマンドを用いて、先にダウンロードした CSV ファイルをテーブルに読込み
ます。
mysql>
LOAD DATA INFILE '/temp/DXCCprefix2.csv' INTO TABLE DXCCprefix2
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FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' lines terminated by '\r\n';
なお、MySQL コマンドラインクライアントではコマンドをコピペする場合は、Ctrl-V
の代わりに、マウスボタンを右クリックして「貼り付け(P)」を選択します。
mysql>
LOAD DATA INFILE '/temp/ITUprefix2.csv' INTO TABLE ITUprefix2 FIELDS
TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' lines terminated by '\r\n';
create table コマンドを用いて、MyLocation という名前のテーブルを作ります。
mysql>
create table MyLocation (
MyCall CHAR(12) NOT NULL default '',
latitude DOUBLE,
longitude DOUBLE,
PRIMARY KEY (MyCall)
)CHARSET=ascii;
replace コマンドを用いて、MyLocation というテーブルにデータを一行だけ入力しま
す。
REPLACE INTO MyLocation (MyCall, latitude, longitude) values ('JH4ADK',
'34.838511', '133.701189');
この時、項目 MyCall, latitude, longitude には、自局の値を設定してください。方位角
や距離を計算する時には、ここで入力した値を用います。
緯度、経度は上記のように、分や秒（60 進法）ではなくて、度の小数点（10 進法）で
表現した値を用います。
アプリを起動した後で、自局のデータを修正・更新することができますので、インス
トールの時点では私のデータを用いてコピペしても構いません。
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３

ini ファイルの修正
本アプリは、起動時に RC4.ini という名前のテキストファイルを読み込んで、データ

ベースにアクセスするための情報や COM ポートの番号または IP アドレス・ポート番号を
取得します。
RC4.ini は RC4.exe が格納されているディレクトリに配置します。（RC4->bin>Debug->RC4.exe を起動するのであれば、RC4->bin->Debug->RC4.ini が参照され
ます。）
RC4.ini をメモ帳などのテキストエディタで開いて、システムに合わせて修正します。
[USER]:root

MySQL のユーザ名

[PASS]:abc123xyz

当該ユーザのパスワード

[SERVER]:localhost

MySQL が動作しているサーバ名（通常 localhost）

[IP]:192.168.1.10

ColdFire 基板の IP アドレス

[PORT]:24

Ethenet・シリアル変換のポート番号

（注記）HW VSP（Virtual Serial Port)を用いる場合には、上記の[IP][PORT]の代わり
に[COMPORT]を設定する。
４

本アプリの起動と使用方法
本アプリは RC4->bin->Debug->RC4.exe にありますので、エクスプローラで辿って

いってダブルクリックすれば起動できますが、デスクトップ等にショートカットを作成し
ておけば簡単に起動できるようになります。
1 章に示したような画面が表示されれば、すべてうまく行っています。
水色の指針はアンテナの方位角を示しています。
4.1

ローテータの制御
CW ボタンを押せば右回りにローテータが回転し始めます。STOP ボタンを押す
までし続けます。
CCW ボタンを押せば左回りにローテータが回転し始めます。STOP ボタンを押
すまでし続けます。
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Preset のテキストボックスに方位(0～399）を入力して START ボタンを押せば、
指定した方位になるように回転し始めます。指定した方位±5°以内になると自動的
に停止します。Preset 値が与えられると、アナログメータに赤の指針で方位が表
示されます。
Prefix のテキストボックスに 2 乃至 3 文字のプリフィックスを入力して、Enter
キーを押すと、データベースを参照して当該カントリーの緯度・経度情報から距
離・方位を計算して、Preset のテキストボックスに方位を書き込みます。その後
に START ボタンを押せばローテータが指定された方位に向かって回転を始めます。
後は、自動的に指定された方位±5°以内になり自動的に停止するのを待てば良いの
です。
プリセット動作中であっても STOP ボタンを押せばローテータは停止します。
入力された Prefix に相当するカントリーリストのエンティティーが 1 つだけの場
合には、前述のように、Preset 値が自動的にセットされますが、カントリーリス
トのエンティティーが複数ある場合には、画面左側の四角なテキストボックスに複
数の行が表示されます。Preset 値として設定したい行にマウスカーソルを当てて、
左ボタンをダブルクリックすると、Preset 値が設定されます。

キャレットが Prefix 入力欄にある時、F12 を押すと入力欄をクリアできます。
キャレットが Preset 入力欄にある時、上矢印キーまたは下矢印キーを押すと、
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現在の方位とは反対の方位にすることができます。この機能を用いることで、ロン
グパスの方位を簡単に設定することができます。また、アンテナがロータリーダイ
ポールのような場合には、現在の方位と比較して偏差の小さい方位を設定した方が
移動時間が短くて済むので、そういう時にも役立てることができるでしょう。
フォームの大きさを変更することができます。フォームの大きさに応じて方位を
示すアナログメータの大きさが変化します。
アナログメータの中に大圏地図が書きたかったのですが、地図のデータを入力す
るのは大変なので、地図の代わりに DXCC エンティティーを点でプロットしていま
す。アジアは桃色、ヨーロッパは緑色、アフリカは茶色、北米はオリーブ色、南米
は赤色、オセアニアは紺色です。
4.2

メニュー項目
Edit メニューの下の Mylocation を押すと、MyLocation ダイヤログが表示され、
自局のコールサインや緯度、経度を修正することができます。
Calc メニューを押すと、自局の緯度、経度情報を元に、DXCC の各エンティ
ティーまでの距離と方位を計算してデータベースに格納します。データベースをイ
ンストールした直後の DXCCprefix2 テーブル内の距離、方位情報は共に 0 が設定
されていますので、データベースインストール後に一度は必ず Calc メニューを押
してください。
File メニューや Help メニューが提供する機能はお飾り程度なので、説明は割愛
します。

4.3

タブ（ローテータ選択）
タワーの名称が記されたタブをクリックしてローテータを選択します。選択され
たローテータだけを制御することができます。
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ハードウェアについて
制御の流れを示すブロック図を次に示します。
router
Ethernet

PC

Gateway
(ColdFire)

HCS08

Rotator
G-1000DXA

HCS08

Rotator
G-2800DXA

HCS08

Rotator
G-1000DXA

HCS08

Rotator
G-2800SDX

GateWay（ColdFire)とは雑誌インターフェース（2008 年 9 月号）の付録基板を元に
若干の部品を追加したものです。ファームウェアは同 88 ページに掲載されていた
Ethernet・シリアル変換用の Main を少し改造しました。
ColdFire 基板の回路図とソースコードを巻末に示します。（Appendix-A）

実験中の ColdFire 基板（左の緑色の基板）
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実験中の ColdFire 基板と HCS08 マイコン基板 4 枚(左）
ミント缶に入れた HCS08 マイコン基板（右）

ローテータコントローラ（G-2800SDX）に組み込んだ HCS08 基板（左）
コーヒーの空き瓶に入れた Gateway(ColdFire 基板)（右）

HSC08 は自作基板で、ファームウェアも自作しました。ColdFire との間はマルチド
ロップ式 3 線のシリアルインタフェースで接続しています。
HCS08 基板の回路図とソースコードを巻末に示します。（Appendix-B）
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6

考察
Ethernet を使っているのでパソコンとは絶縁されていますが、1kW の RF パワーで

MCS08 マイコンが誤作動することがありました。勝手にローテータが動き始めたりする
ので困りものです。ローテータコントローラから電源をもらっているので、その電源ライ
ンにチョークコイルを入れたり、電波の進入経路であるローテータケーブルにフェライト
コア（秋月電子で 1 個 100 円で購入）を入れたりして対策しました。
DXCCprefix2 に記載している各エンティティーの緯度・経度の精度は、入力の手間を
省くために、°の小数点以下は省いています。小数点以下まで入力し直せば精度が良くな
ります。
タワーの名称やアンテナの名称はプログラム中で記述しており、汎用性のことを考える
とデータベースを使った方が思っていますが、次の課題として残しておきます。
次のテーマとして、アンテナ切替器もリモートコントロールできるように機能追加した
いと考えています。
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Appendix-A
ColdFire 基板

Ethernet – シリアル変換用

Main

main(){char *s,*r,soc,soc2;int i,l;#stop 0
Pokeb(0x40000218, 0x06); Pokeb(0x4000021C, 0x1A);
soc=CreateSocket(1);Bind(soc,24,1);
soc2=Accept(soc,-1);PrStr("Connect\r\n");
for(;;){
l=Read(soc2,0);if(l==-3)break;
if(l>0){
r=GetReceiveBuffer(soc2,1);
for(i=0;i<l;i++)SciPutc(0,r[i]);MemoryFree(r);
}
if(s){if(!CheckWriteComplete(soc2)continue;MemoryFree(s);s=0;}
if(SciSense()){
s=MemoryAlloc(256);
for(i=0;i<256;i++){if(!SciSense())break;s[i]=SciGetc();Sleep(3);}
Write(soc2,s,i);
}
SystemSleep();
}
CloseSocket(soc2);
}
Pokeb(0x40000218, 0x06); Pokeb(0x4000021C, 0x1A);

Poke 文を使ってシリアルポートのボーレートを 1200bps に設定している。
Sleep(3);

シリアルポートからデータを受信したときに 20～30ms 待って次のデータが到着してい
るかどうかをチェックするようにした。これによって、シリアルポートに連続して到着す
るデータを一つのパケットにまとめるようにした。
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Appendix-B
HCS08 ソースコード
/******************************************************************************
*
Copyright (C) 2005 Freescale Semiconductor, Inc.
*
All Rights Reserved
*
* Filename:
DEMO9S08QG8_APP.c
* Author:
rxlr10
* Revision:
1.0
*
* Description: This code is intended for use with the DEMO9S08QG8 demo board.
*
Connecting a serial cable from the DEMO9S08QG8 to a PC with a
*
Terminal emulation rpogram running allows the user to interact
*
with the MCU and try out several of the features of the
*
MC9S08QG8: the ICS, TPM, MTIM, RTI, STOP, ACMP, and ADC.
*
* Notes:
Also serves as an example for the 9S08QG8 demo board.
*
Created using CodeWarrior 5.0 for HC(S)08.
*
*
* Modified by H.NAMVA to make Azimuth Controller RC4
* created on: 2013.12.26
* last modified on: 2013.12.29 version 1.0
******************************************************************************/
#include
#include
#include
#include
#include

<hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
<string.h> /* for EnableInterrupts macro */
"derivative.h" /* include peripheral declarations */
"demo9S08QG8.h" /* include demo board declarations */
"DEMO9S08QG8_APP.h" /* include peripheral declarations */

volatile byte _NVICSTRM;

// instantiate the nonvolatile ICS Trim Register

char rxbuf[10];
byte rxbuflen;
byte Preset;
byte MotorDirection;
byte adrs;
int TargetDir;
int ms_timer;
int CurrentDir;
int sensorValue;
int delta;
void InitSysOpts() {
SOPT1 = SOPT1val;
// enable COP, STOP and BKGND
SOPT2 = SOPT2val;
// select cop clk
SPMSC1 = SPMSC1_LVD_ON; // enable LVD as int, disabled in stop
flag_stop1 = 0;
flag_stop2 = 0;
if (SPMSC2_PDF) {
// Check if recovering from stop1
flag_stop1 = 1;
SPMSC2 = 0x06;
// Reconfigure MCU for stop1 mode
}
if (SPMSC2_PPDF) {
// Check if recovering from stop2
flag_stop2 = 1;
SPMSC2 = 0x07;
// Reconfigure MCU for stop2 mode
}
} //end InitSysOpts
/*
#define CW_ON PTBD_PTBD6 = 0
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#define
#define
#define
*/
#define
#define
#define
#define

CCW_ON PTBD_PTBD7 = 0
CW_OFF PTBD_PTBD6 = 1
CCW_OFF PTBD_PTBD7 = 1
CW_ON PTBD_PTBD6 = 1
CCW_ON PTBD_PTBD7 = 1
CW_OFF PTBD_PTBD6 = 0
CCW_OFF PTBD_PTBD7 = 0

void InitPorts() {
// Enable pull-ups on all input pins
PTAPE = 0xFF;
PTBPE = 0xFF;
CW_OFF;
CCW_OFF;
PTBDD_PTBDD7 = 1; // set PTB7 as an output
PTBDD_PTBDD6 = 1; // set PTB6 as an output
}

//end InitPorts

void InitRTI() {
// SRTISC = 0b01110001;
SRTISC = 0b01110000; //disable RTI while debugging
/*
||||||||
|||||+++-- RTIS = RTI delay select: 001=8 msec
||||+----- unimplemented
|||+------ RTIE = RTI int enable: 1=enabled
||+------- RTICLKS = RTI clock select: 1=external src
|+-------- RTIACK = RTI flag acknowledge
+--------- RTIF = RTI flag
*/
}
void InitIRQ() {
// Enable IRQ as interrupt
IRQSC = 0b00010110;
/*
||||||
|||||+---- IRQMOD = IRQ detection mode: 0=edge only
||||+----- IRQIE = IRQ int enable: 1=enabled
|||+------ IRQACK = IRQ int acknowledge: 1=clr IRQF
||+------- IRQF = IRQ flag
|+-------- IRQPE = IRQ pin enable: 1=enabled
+--------- IRQEDG = IRQ edge select: 0=falling/low
*/
} //end InitIRQ
void InitIRQ_pin() {
// Enable IRQ, but not interrupt
IRQSC = 0b00010100;
/*
||||||
|||||+---- IRQMOD = IRQ detection mode: 0=edge only
||||+----- IRQIE = IRQ int enable: 1=enabled
|||+------ IRQACK = IRQ int acknowledge: 1=clr IRQF
||+------- IRQF = IRQ flag
|+-------- IRQPE = IRQ pin enable: 1=enabled
+--------- IRQEDG = IRQ edge select: 0=falling/low
*/
} //end InitIRQ_pin
void InitKBI(byte KBIpin) {
KBIPE = KBIpin;
//enable KBI pin
KBISC = 0x06;
//enable KBI int and clear KBF
} //end InitKBI
void InitSCI(word baud_div) {
SCIBD = baud_div;

// set baud based on bus
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SCIC1 = 0x00;
} //end InitSCI
void feedCOP() {
if (PTAD_PTAD5 == 1)
SRS = 1;
// feed cop
if (SPMSC1_LVDF == 1) {
PTBD = PTBD^0x10;
// toggle PTB4
SPMSC1_LVDACK = 1;
// clear LVDF
}
} //end feedCOP
void SendChar(char s_char) {
byte dummy;
// dummy var for reading SCIS1
SCIC2 = 0x08;
// enable Tx
dummy = SCIS1;
// 1st half of TDRE clear procedure
SCID = s_char;
// 2nd half of TDRE clear procedure
while(!SCIS1_TDRE){
feedCOP();
};
while(!SCIS1_TC){
feedCOP();
};
SCIC2_TE = 0;
} //end SendChar
char RecChar() {
byte rec_char;
if (SCIS1_RDRF) // 1st half of RDRF clear procedure
rec_char = SCID; // 2nd half of RDRF clear procedure
SCIC2_RE = 1;
// enable Rx
while(!SCIS1_RDRF){
feedCOP();
};
rec_char = SCID; // get recieved character
//SendChar(rec_char); // echo received character
return rec_char; //SCID;
} //end RecChar
void SendMsg(char msg[]) {
byte ix=0;
// String pointer
byte dummy;
// dummy var for reading SCIS1
byte nxt_char;
SCIC2 = 0x08;
// enable Tx
dummy = SCIS1;
// 1st half of TDRE clear procedure
nxt_char = msg[ix++];
while(nxt_char != 0x00) {
SCID = nxt_char; // 2nd half of TDRE clear procedure
nxt_char = msg[ix++];
while(!SCIS1_TDRE){
feedCOP();
};
} //end while((SCI1D
while(!SCIS1_TC){
feedCOP();
};
SCIC2_TE = 0;
} //end SendMsg
char * num2asc(byte n) {
n_str[0] = (n>>0x04)+0x30;
if(n_str[0]>0x39)
n_str[0]+=0x07;

// convert MSN 'n' to ascii
// if MSN is $a or larger...
// ...add $7 to correct
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n_str[1] = (n&0x0f)+0x30;
if(n_str[1]>0x39)
n_str[1]+=0x07;
n_str[2] = 0x00;
return n_str;
} //end num2asc

//
//
//
//

convert LSN 'n' to ascii
if LSN is $a or larger...
...add $7 to correct
add null

byte asc2num(char n_asc) {
byte n;
n = n_asc - 0x30;
if(n > 0x09)
n -= 0x07;
if(n > 0x0f)
n -= 0x20;
if(n > 0x0f)
n = 0x00;
return n;
} //end asc2num

//convert from ascii to int
// if num is $a or larger...
// ...sub $7 to correct
// if lower case was used...
// ...sub $20 to correct
// if non-numeric character...
// ...default to '0'

// Function for switching to an internal clock mode (FEI or FBI)
void ics_intclk(byte C1, byte C2) {
byte i;
if (NVICSTRM != 0xFF) {
ICSTRM = NVICSTRM;
blank
}
ICSC1 = C1;
for (i=0x10;i>0;i--){
feedCOP();
}
ICSC2 = C2;
while (ICSC1_CLKS != ICSSC_CLKST) {}
} //end ics_setup

// load trim value if location not

// wait for clk state to match clk select

void ADC_Go(byte adc_chnl) {
ADCSC1_ADCH = adc_chnl;
Enter_Wait;
} //end ADC_Go
/*
void adc_exec(void) {
unsigned int val;
byte str[4];
ADCSC1 = 0x5F; // Enable interrupts
// Disable continuous conversions
// Disable ADC by setting all ADCH bits
ADCSC2 = 0x00; // Select S/W trigger
// Disable compare function
ADCCFG = 0x0B;
// ADIV=input clock/8
// ADLSMP=long sample time
// MODE=10bit conversion
// ADICLK=bus clock
APCTL1 = 0x0E; // Enable pins 1-3 as ADC inputs
ADC_Go(0);
SendMsg("\r\n");
//SendMsg(num2asc(ADC_val_H));
//SendMsg(num2asc(ADC_val_L));
val = (ADC_val_H << 8) + ADC_val_L;
if (val > 999) {
val = 999;
}
str[0] = val / 100 + 0x30;
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val = val % 100;
str[1] = val / 10 + 0x30;
val = val % 10;
str[2] = val + 0x30;
str[3] = 0;
SendMsg(str);
}
*/
int atoi3digit(char *str){
int val;
if (str[3] != 0){
return(0);
}
if ((str[0] < '0') || (str[0] > '9')){
return(0);
}else{
val = (str[0] - 0x30) * 100;
if ((str[1] < '0') || (str[1] > '9')){
return(0);
}else{
val += (str[1] - 0x30) * 10;
if ((str[2] < '0') || (str[2] > '9')){
return(0);
}else{
val += (str[2] - 0x30);
}
}
}
return(val);
}
void RotCW() {
CCW_OFF;
CW_ON;
MotorDirection = 1;
}
void RotCCW() {
CW_OFF;
CCW_ON;
MotorDirection = 2;
}
void RotSTOP() {
CW_OFF;
CCW_OFF;
MotorDirection = 0;
}
void Serialprint(int val, int digit){
byte ascChar;
if (digit > 4){
digit = 4;
}
switch(digit){
case 4:
val = val % 10000;
ascChar = (val / 1000) + 0x30;
SendChar(ascChar);
case 3:
val = val % 1000;
ascChar = (val / 100) + 0x30;
SendChar(ascChar);
case 2:
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val = val % 100;
ascChar = (val / 10) + 0x30;
SendChar(ascChar);
case 1:
val = val % 10;
ascChar = val + 0x30;
SendChar(ascChar);
break;
default:
break;
}
}
#define Serialprintln SendMsg("\n\r")
unsigned int analogRead(void){
unsigned int val;
ADCSC1 = 0x5F;

//
//
//
//

Enable interrupts
Disable continuous conversions
Disable ADC by setting all ADCH bits
ADCSC2 = 0x00;
Select S/W trigger
// Disable compare function
ADCCFG = 0x0B;
// ADIV=input clock/8
// ADLSMP=long sample time
// MODE=10bit conversion
// ADICLK=bus clock
//APCTL1 = 0x0E; // Enable pins 1-3 as ADC inputs
ADC_Go(0);
val = (ADC_val_H << 8) + ADC_val_L;
return(val);
}
void CW_command(void) {
RotCW();
rxbuflen = 0;
}
void CCW_command(void){
RotCCW();
rxbuflen = 0;
}
void STOP_command(){
RotSTOP();
Preset = 0;
rxbuflen = 0;
}
void Direction_query(){
sensorValue = analogRead();
// map it to the range of the analog out:
CurrentDir = (sensorValue * 9) / 20; // 450/100 = 9/20
Serialprint(CurrentDir, 3);
Serialprint(MotorDirection, 1);
Serialprintln;
rxbuflen = 0;
}
void Preset_Go(){
RotSTOP();
rxbuf[rxbuflen+1] = 0; // append nul char
TargetDir = atoi3digit(rxbuf);
rxbuflen = 0;
sensorValue = analogRead();
CurrentDir = sensorValue * 9 / 20; // 450/100 = 9/20
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if(CurrentDir > TargetDir){
delta = CurrentDir - TargetDir;
}else{
delta = TargetDir -CurrentDir;
}
if (delta >= 360) { delta -= 360;}
if (delta > 5){
if (TargetDir <= 75){
if (CurrentDir >= 360) {
if (TargetDir > (CurrentDir - 360)) {
RotCW();
Preset = 1;
} else{
RotCCW();
Preset = 1;
}
}else if (CurrentDir > 270) {
RotCW();
Preset = 1;
}else if (CurrentDir < TargetDir) {
RotCW();
Preset = 1;
}else{
RotCCW();
Preset = 1;
}
}else if (TargetDir < 360) {
if (CurrentDir > 360) {
RotCCW();
Preset = 1;
}else{
if (CurrentDir < TargetDir){
RotCW();
Preset = 1;
}else{
RotCCW();
Preset = 1;
}
}
}
}
}
void setup(void)
rxbuflen = 0;
TargetDir = 0;
Preset = 0;
MotorDirection
ms_timer = 0;
RotSTOP();
PTAPE_PTAPE2 =
PTAPE_PTAPE3 =

{

= 0;
1; // Enable Pullup
1; // Enable Pullup

adrs = 0;
if (PTAD_PTAD3 == 0) {
adrs += 2;
}
if (PTAD_PTAD2 == 0) {
adrs += 1;
}
}
void loop_process(void) {
byte recvByte;
/*
if(ms_timer == 0){
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ms_timer = 1000;
LED2 = ~LED2; //toggle Port
}
*/
if(SCIS1_RDRF){ // Serial Rx Ready?
recvByte = SCID;
SCIC2_RE = 1;
//SendChar(recvByte);
switch(recvByte){
case '\n':
rxbuflen = 0;
break;
case '?':
rxbuflen = 0;
ms_timer = 40 * adrs; // wait 40ms per node address
while(ms_timer){
feedCOP();
}
SendChar(adrs + 0x30); // Send a char which means address
Serialprintln;
break;
case 'A': // node 0: CW start
if (adrs == 0) {
CW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'B': // node 0: CCW start
if (adrs == 0) {
CCW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'C': // node 0: stop rotation
if (adrs == 0) {
STOP_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'D': // node 0: direction query
if (adrs == 0) {
Direction_query();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'E': // node 0: set direction and rotate automatically
if (adrs == 0) {
Preset_Go();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'I': // node 1: CW start
if (adrs == 1) {
CW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'J': // node 1: CCW start
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if (adrs == 1) {
CCW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'K': // node 1: stop rotation
if (adrs == 1) {
STOP_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'L': // node 1: direction query
if (adrs == 1) {
Direction_query();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'M': // node 1: set direction and rotate automatically
if (adrs == 1) {
Preset_Go();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'a': // node 2: CW start
if (adrs == 2) {
CW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'b': // node 2: CCW start
if (adrs == 2) {
CCW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'c': // node 2: stop rotation
if (adrs == 2) {
STOP_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'd': // node 2: direction query
if (adrs == 2) {
Direction_query();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'e': // node 2: set direction and rotate automatically
if (adrs == 2) {
Preset_Go();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'i': // node 3: CW start
if (adrs == 3) {
CW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
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break;
case 'j': // node 3: CCW start
if (adrs == 3) {
CCW_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'k': // node 3: stop rotation
if (adrs == 3) {
STOP_command();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'l': // node 3: direction query
if (adrs == 3) {
Direction_query();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
case 'm': // node 3: set direction and rotate automatically
if (adrs == 3) {
Preset_Go();
}else{
rxbuflen = 0;
}
break;
default:
if (recvByte >= '0' && recvByte <= '9'){
rxbuf[rxbuflen++] = recvByte;
if (rxbuflen > 4) {
rxbuflen = 0;
}
}
}
}else if (Preset){
sensorValue = analogRead();
CurrentDir = (sensorValue * 9) / 20; // 450/100 = 9/20
if(CurrentDir > TargetDir){
delta = CurrentDir - TargetDir;
}else{
delta = TargetDir -CurrentDir;
}
if (delta >= 360) { delta -= 360;}
if (delta < 5) {
RotSTOP();
Preset = 0;
}else if ((CurrentDir > 450) || (CurrentDir < 5)){
RotSTOP();
Preset = 0;
}
}
SCIC2_RE = 1;
// enable Rx
}
/********************************************************************
9S08QG9 systems tests:
********************************************************************/
void main(void) {
RAMSRS = SRS;
// Initializations
InitPorts();
InitSysOpts();
ics_intclk(0x04,0x00);
InitKBI((SW1_MASK+SW2_MASK));

//Save SRS vaue to RAM

//set ICS for FEI mode
//init KBIP as falling edge int
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//

InitSCI(fei1_spd);
InitSCI(fei1_spd*4);

//init SCI fr 4800 baud in FEE mode
//init SCI fr 1200 baud in FEE mode

setup();
EnableInterrupts;
/*
Perform SCI link test...
*/
SendMsg("\r\nRC4 Node");
SendChar(0x30 + adrs);
SendMsg("V1.0\r\n");
/** mtim_setup */
MTIMCLK_PS = 5; //8;
MTIMCLK_CLKS = 0;
MTIMMOD = 112;
MTIMMOD = 0;
MTIMSC = 0x60;

/* modulo = 50 */
/* reset and start MTIM, enable ints */

// Main program loop
for(;;) {
feedCOP();
loop_process();
} //end for(;;)
} //end main
/*********************************************************************
** Interrupt Service Routines
*********************************************************************/
interrupt 23 void
RTI_ISR(void) {
SRTISC |= 0x40; // clear RTIF
PTBD ^= 0x08;
//toggle PTB3
}
interrupt 18 void
KBI_ISR(void) {
byte
x,y;
for(x=0;x<0xff;x++){
for(y=0;y<0xff;y++){}
// debounce pin
}
KBISC_KBACK = 1;
// clear IRQF
}
interrupt 19 void
ADC_ISR(void) {
ADC_val_H = ADCRH;
ADC_val_L = ADCRL;
}
interrupt 12 void
MTIM_ISR(void) {
MTIMSC_TOF=0;
// clear TOF
if (ms_timer > 0){
ms_timer--;
}
}
interrupt 5 void
TPMC0_ISR(void) {
flag_acmp = 1;
ACMP_IC = TPMCNT;
TPMC0SC_CH0F = 0;
}
interrupt 3 void
LVD_ISR(void) {
PTBD = PTBD^0x10;
// toggle PTB4
SPMSC1_LVDACK = 1;
// clear LVDF
}
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interrupt 2 void
IRQ_ISR(void) {
byte
x,y;
for(x=0;x<0xff;x++){
for(y=0;y<0xff;y++){} // debounce pin
}
IRQSC_IRQACK = 1;
// clear IRQF
}
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