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概要

このドキュメントでは、Cisco VT Advantage の使用またはインストール時に、ブルー スクリー
ン クラッシュが発生した場合の対処方法について説明します。 これらのクラッシュの一部は、
Cisco VT Advantage ドライバのソフトウェア バグが原因の場合と、その他のソフトウェア製品
の欠陥による場合があります。 このドキュメントは、クラッシュの根本原因の分析に役立つトレ
ース情報の収集に便利です。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は、PC 関連の問題のトラブルシューティング方法を熟知している必要
があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法



ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

システム クラッシュをキャプチャするための PC 設定

ブルー スクリーン（BSOD）を適切に捉えるため、完全なメモリ ダンプを発行するよう PC を設
定します。 Cisco VT Advantage インストール プログラムは現在、これを自動的に行います。
Cisco VT Advantage がインストールされている場合は、これらの手順をスキップできます。

Windows XP または 2000 でメモリ ダンプを設定するには、[My Computer] アイコンを右ク
リックし、[Properties] を選択します。

1.

表示されるウィンドウで [Advanced] タブをクリックします。2.
[Startup and Recovery] セクションで、[Settings]（Windows XP の場合）、または
[Recovery]（Windows 2000 の場合）をクリックします。[Startup and Recovery] ダイアログ
ボックスが表示されます。

3.

[Write debugging information] ドロップダウン リスト（下方向）で、メモリ ダンプを制御す
るための [Complete memory dump] オプションを選択します。コンピュータがクラッシュし
た場合、作成された memory.dmp ファイルを検索し、それを Cisco VT Advantage のエラー
レポート ツールで表示します。 これを自身で行う場合、[Windows] ディレクトリ（通常 C:
ドライブにあります ドライブは） memory.dmp を見つけ。エンド ユーザがこのアクション
を実行する場合、シスコは、Cisco VT Advantage のエラー レポート ツールを使用すること
を推奨します。 これにより、ファイルをより迅速に見つけることができます。 エラー レポ
ート ツールは、ファイルを圧縮し、結果を .zip ファイルでユーザのデスクトップに保存し
ます。

4.

Microsoft デバッガの使用

memory.dmp ファイルは、クラッシュが発生した瞬間のコンピュータ メモリの生のイメージです
。 このファイルは、エディタまたは他の従来のリソースにはロードできません。 代わりに
Microsoft の WinDbg デバッガが必要です。これは Microsoft から入手可能です。 最新バージョン
の NT 互換ツール セットをダウンロードします。

注: 誤って Windows Me/98 シリーズ ツールを取得しないでください。

プログラムをダウンロードしたら、ウィザードに従って、プログラムをコンピュータにインスト
ールします。 インストールすると、スタート アップ メニューに、「Debugging Tools for
Windows」としてこのプログラムが表示されます。

デバッガの設定

デバッガを使用する前に、Microsoft の オンライン シンボル サーバを使用するよう設定する必要
があります。 これは非常にシンプルなプロセスです。 これが詳細な設定手順です。

デバッガを呼び出すには、[Start] > [Debugging Tools for Windows] > [WinDbg] を選択します
。

1.

ファイル メニュー項目から [Symbol File Path] を選択すると、空白のテキスト フィールドを
含むダイアログが表示されます。

2.

シンボル ファイルのストレージ エリアとして使用するディレクトリを参照します。この例
では、このシンボル ファイルはアプリケーション自体と同じ場所にある「sybmols」という

3.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx


新しいフォルダに置かれます。 新しいフォルダは、ブラウザ ダイアログからも作成されま
す。 フォルダを作成し、それを選択すると、次の画像のようなダイアログ ボックスが表示
されます。
同じ [Symbol Search Path] テキスト ボックスで、文字列を少し変更する必要があります。
Microsoft の専門用語である SRV* をパスの前に追加し、文字列
*http://msdl.microsoft.com/download/symbols をパスの後に追加します。 作業を完了すると
、テキスト ボックスは次のようになります。

4.

この設定をした後、ファイル メニューから [Save Workspace] を選択します。インストール
および設定が正しく行われたことを確認するには、デバッグ セッション後に作成したフォ
ルダにあるシンボル データのディレクトリを確認します。

5.

出力ファイルのデバッグ

『デバッガの設定』に示されているプロセスを使用して、デバッガを呼び出します。
memory.dmp ファイル ディレクトリをメイン ウィンドウに直接ドラッグするか、ファイル メニ
ューから [Open Crash Dump] エントリを使用して開きます。 いずれにしても、WinDbg がファイ
ルを開く場合、 Microsoft サーバからシンボル ファイルをダウンロードする必要があります。 15
～ 30 秒間、中断する可能性があります。 最終的に、次のような画面が表示されます。

この時点で、デバッガにはクラッシュに関するかなりの情報があります。 ただし、追加の手順を
実行することで、さらに多くの情報を集めることができます。 [Disassembly] ウィンドウを閉じ
ます。 コマンド ペインに、次のメッセージを示す行があります。

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

この短いコマンドを、画面の最下部にあるプロンプト行にカット アンド ペーストします。

デバッガがコマンドを処理し、コマンド ウィンドウのクラッシュ分析を作成します。

データ分析

この時点で、クラッシュがどこで発生したか特定を開始することができます。 デバッガは、エラ
ーが発生した場所と、発生したコンテキストを表示するスタック トレースを既に印刷しています
。

コマンド ウィンドウで、オフスクリーン テキストが、この分析と共に問題の原因を提供します。

NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS (35)

A higher level driver has attempted to call a lower level driver through

the IoCallDriver() interface, but there are no more stack locations in the

packet, hence, the lower level driver would not be able to access its

parameters, as there are no parameters for it

どちらのドライバが問題の原因かを見つけます。 この情報は、スタック トレースにあります。

STACK_TEXT:

80473940 b001c5f9 8142c200 000005b2 81eec968 nt!IopfCallDriver+0x1d

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

80473958 b001baf1 81eec968 00000000 00000000 Cpmt+0x345f9

804739a4 b0015683 81e3a328 81e3a0e0 80473b40 Cpmt+0x33af1

804739c0 b0015485 81e3b6a4 81e3a0e0 80000205 Cpmt+0x2d683



804739f0 b0015408 00000000 80473a50 00000000 Cpmt+0x2d485

80473a14 b000b4d9 81e3a0e0 3f2943c8 01c41dd5 Cpmt+0x2d408

80473b24 80431f81 8046f930 8046fbc0 ffdff000 Cpmt+0x234d9

80473b50 80464bd4 80482840 00000000 0014741e nt!KiTimerExpiration+0xb4

80473b64 80464b6f 0000000e 00000000 00000000 nt!KiRetireDpcList+0x30

80473b6c 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0x26

これは、CPMT ドライバの奥の最低 5 つの関数のコードによってコールされた NT 内部ルーチン
でエラーが発生したことを示します。 CPMT ドライバは Cisco ドライバです。 この時点で、こ
のダンプは、さらなる分析のためにシスコ テクニカル サポートに問い合わせる必要があるかもし
れません。

このリストは、Cisco VT Advantage と共に出荷するドライバ名を示します。

Cpmt：Cisco Media Termination ドライバ。●

CamDrC21.sys：Windows XP 用 USB カメラ ドライバ。●

CamDrC20.sys：Windows 2000 用 USB カメラ ドライバ。●

CamUsC20.sys：Windows 2000 用 USB カメラ ドライバ。●

CdpPacketWdmCvl.sys：CDP パケット ドライバ。●

BSOD からのスタック トレースにこれらのうちいずれかの名前がある場合は、Cisco VT
Advantage がクラッシュに関係している可能性があります。 いずれの Cisco ドライバもない場合
、考えられる原因として他のドライバを検討し始めます。

Cisco VT Advantage が PC クラッシュの原因でない場合のトレ
ース例

通常、Cisco VT Advantage を使用中に PC がクラッシュした場合、シスコ製品はそのクラッシュ
の責任を問われません。 これは、Cisco VT Advantage が PC にインストールされていて、クラ
ッシュ後に BSOD メモリ ダンプから抽出されたスタック トレースの例です。

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

804739f0 bfd7539b 80473a74 00000000 8204e0d8 SynTP+0x630c

80473a98 bfd74d9c 00000001 8204ee50 00000002 SynTP+0x539b

80473ab8 bfd84a42 00000001 0000003d 81fdb000 SynTP+0x4d9c

80473ad8 bfd85755 846db868 846db880 80473b48 SynTP+0x14a42

80473aec eb49715c 81fdb000 846db868 846db880 SynTP+0x15755

80473b50 80464bd4 8204e210 8204e001 00000000 i8042prt!I8xMouseQueryWmiDataBlock+0x80

80473b64 80464b6f 0000000e 00000000 00000000 nt!KiRetireDpcList+0x30

80473b6c 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0x26

この CPU は、SynTP（タッチパッド ドライバ）と呼ばれるドライバへのいくつかの関数コール
であることが分かります。 コマンド ウィンドウの追加行のわずかな分析と組み合わせることで、
このドライバが問題の原因で、バグがある可能性があることが結論付けられます。

どのようにしてこれを確認しますか。

このリストは、Cisco VT Advantage と共に出荷するドライバ名を示します。

Cpmt：Cisco Media Termination ドライバ。●

CamDrC21.sys：Windows XP 用 USB カメラ ドライバ。●

CamDrC20.sys：Windows 2000 用 USB カメラ ドライバ。●

CamUsC20.sys：Windows 2000 用 USB カメラ ドライバ。●

CdpPacketWdmCvl.sys：CDP パケット ドライバ。●



   

BSOD からのスタック トレースにこれらのうちいずれかの名前がある場合は、Cisco ドライバが
クラッシュに関係している可能性があります。 いずれの Cisco ドライバもない場合、他のソフト
ウェア プログラムを検討し始めます。

データを使用したクラッシュの解決

1 つの例として、Cisco VT Advantage 実行中、ユーザは BSOD が結合するたびに BSOD クラッ
シュを受信します。 クラッシュの出力を調べた後、ファイルを確認し、クラッシュが PC のネッ
トワーク カードのドライバで発生したことが分かります。 Cisco ドライバをインストール後に使
用していると、ランタイム環境は変化します。 また Cisco ドライバはメモリを割り当て、CPU
タイムのスライスやその他多くのリソース タイプを処理します。 他のドライバが、希望する分の
メモリを割り当てることができないことや、イベントに応答する際に遅延があることに突然気付
く場合があります。 これにより、システム クラッシュが発生する可能性があります。 ほとんど
のドライバは、このリソースの再割り当てを処理できるだけ堅牢なはずです。

障害が他のベンダー製品のドライバであることが判明したら、そのベンダーの Web サイトにア
クセスし、最新のドライバをダウンロードします。 通常このような問題は、ベンダーの Web サ
イトで入手可能なパッチで修正されます。

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声と IP 通信製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-6796074-9346562?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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