
200ledonoff;-------------------------------------------------------------;       PIC10F200 LED is lighted by double NiH battery;       01/29/2011 by nobcha   all right reserved;       Connect 2SC2462L on GP2, TR drives 100uH inducter;       Switch on inducter in 0.5uS and release 10us;       then reverse voltage occured adding on battery voltage;       Such voltage could light for high power white LED;       GP0 is switch input for lighting mode selection;;       MPLAB IDE v8.56  PICkit2 v2.61;;-------------------------------------------------------------        list            p=PIC10F200        #include        P10F200.inc;CONFIGULATION        __CONFIG _MCLRE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF;count1          EQU      0x10   ; on/off counter ４回の周期を与えるcount2          EQU      0x11   ; LED duty counter　　10μＳを１２７回まわすcount3          EQU      0x12   ; LED ON periad counter　1.27ｍＳを１２７回まわすcount4          EQU      0x13   ; inducter on/off counter　ＬＥＤ　ＯＮ／ＯＦＦの基本サイクル用
    onoff EQU  0x14 ; onoff flag 点滅モード時消灯伝達用フラッグmode            EQU      0x15   ; ON/OFF mode counter　４回ループの内点灯する回数duty            EQU      0x16   ; light duty counter　１２７回ループのうち点灯する回数sw_cnt          EQU      0x17   ; chattering counter　チャタリング防止で２０回カウントsw_sts          EQU      0x18   ; sw hold statusduty_cnt        EQU      0x19   ; duty setting countermode_cnt        EQU      0x1A   ; mode counter;        ORG     0x0        nop                     ; おまじないです

 nop        movwf   OSCCAL          ;　ＯＳＣＡＬ値を抱えてやってくるので記憶します。
 nop        clrf    GPIO            ; ＧＰＩＯにゼロ        nop                     ;　おまじないです        movlw   b'00001011'     ;　ポートの設定値　ＧＰＩＯ2が出力で他は入力        tris    6               ; ＴＲＩＳレジスタ設定        movlw   b'10000110'     ; ＯＰＴＩＯＮ設定値　割込み無効、プリスケ1：128        option                  ; オプション設定        bcf     GPIO,2          ; ＧＰＩＯ2を0にする　ＴＲ　ＯＦＦ        clrf    sw_cnt          ; chattering neglection counter set 20        movlw   50              ;         movwf   duty            ; duty setting counter 1－240に設定される        clrf    duty_cnt        ; 1.27mS中の点灯時間を管理 INITIAL        movlw   2               ;         movwf   mode            ; modeを2にする　1：消灯、2-7:点滅　8以上：連続点灯
    ;　８回周期の中で何回目まで点灯するかを決める
  movlw 10        movwf   sw_cnt          ; チャタリング防止カウンタに10をセット　1.27＊20＝25.4ｍＳ MAIN        movf    mode,0          ; modeには2が入っている 8回ループの内mode回目まで点灯        movwf   mode_cnt        ; mode_cntに設定する        
    bsf onoff,0 ; onoff -> on        movlw   8        movwf   count1          ; 点滅管理の基準カウンタ　580ｍＳ単位で点滅MAIN0        decfsz  count1,1        ; １減算。４回回る        goto    MAIN1           ;　点灯処理へ        goto    MAIN            ;　一回りしたので初期設定へMAIN1        decfsz  mode_cnt,1      ; 点滅モードのカウント　ゼロになるまで点灯する        goto    MAIN2           ; 点灯します        movlw   0        movwf   onoff           ; 消灯します　onoffを0にして消灯モード        incfsz  mode_cnt,1      ; 次回も消灯モードを続けるために設定ページ(1)



200ledonoff        nop     MAIN2        movlw   240             ; 2.4ms * 240 = 580ms        movwf   count3          ; 点灯ループ時間設定        btfss   GPIO,0          ; GPIO0が1ならＳＷ入っている        goto    SWON            ; SW-on=0 -> SW入っている        movlw   5               ; ＳＷ入ってないときはカウンタリセットしておく          movwf   sw_cnt          MAIN3        movlw   240             ; 10uS * 240 = 2.4mS        movwf   count2          ; １０μＳ処理のカウント        movf    duty,0          ; 10uSの点灯処理を1.27ｍＳ中に何回するかでＤＵＴＹ決める        movwf   duty_cnt        ; duty_cntに設定するMAIN4
    btfss onoff,0 ; onoff flagをチェック
    goto MAIN5 ; 消灯する        decfsz  duty_cnt,1      ; duty_cntが正の間点灯する        goto    LIGHTING        ; 1μSon、9μSoff        incfsz  duty_cnt,1      ; まだ処理続くのでもどしておく        nopMAIN5        movlw   5               ; off duty timing        movwf   count4          ; 点灯処理時間相当の消灯時間処理OFF        decfsz  count4,1        ; count up?        goto    OFF             ; continue                       MAIN6        decfsz  count2,1        ; １０μＳ処理を何回やったか        goto    MAIN4           ; まだ終わっていないのでduty_cntをチェックする        decfsz  count3,1        ; 点灯ループ処理を１２７回終了したか        goto    MAIN3           ; まだなので、1.27ｍＳ処理を続ける        goto    MAIN0           ; 終わったので、上位の点滅４回処理判断へSWON                            ;         decfsz  sw_cnt,1        ; mode_sw on,increment sw_cnt        goto    MAIN3           ; チャタリングカウンタ処理中        incfsz  mode,1          ; ＳＷ受付、modeをインクリメントSWON1
  movlw 50
  

    addwf duty,1 ; duty +50        goto    MAIN3                           LIGHTING        bsf     GPIO,2          ; TR ON        bcf     GPIO,2          ; TR off        movlw   5               ; OFF timing        movwf   count4          ;LIGHT1        decfsz  count4,1        ; count up?        goto    LIGHT1          ; continue              goto    MAIN6           ; count ;----------------------last address--------------------------------        org     0x0ff        retlw   2               ; return with OSCAL        END
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