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本当は怖いタイムアウト

スペシャルトピック
本当は怖 タイ アウト
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ColdFusionのタイムアウト

リクエストタイムアウト
リクエストが指定時間以上完了しない場合に処理を中断し
エラ を表示してリクエストを終了しますエラーを表示してリクエストを終了します。

タグ 関数のタイムアウトタグ・関数のタイムアウト
タグや関数の処理が指定時間以上完了しない場合に処理を中断し
例外を投げるか、次の処理へ進みます。

起動・終了のタイムアウト
ColdFusionの起動や終了が指定時間以上完了しない場合に
処理をそこで中断します。
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リクエストタイムアウト
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リクエストタイムアウト

ColdFusion Administratorで設定した値より処理に時間が
かかると、中断されてリクエストタイムアウトとなります
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リクエストタイムアウトが
起こらないと？

イメージ図

起こらないと？

イ 図

同時テンプレート処理数

処理が完了しな リク トが溜ま て くと処理が完了しないリクエストが溜まっていくと…

処理中のリクエストで
全て埋まってしまう

同時テンプレート処理数に空きが無いため、新しいリクエストの処理が行われない
＝ ColdFusionがハングする！！＝ ColdFusionがハングする！！
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リクエストタイムアウトを設定
することを強くお勧めします！
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リクエストタイムアウトの設定

ColdFusion Administratorで設定

cfsettingタグのrequesttimeout属性でオーバーライド
<cfsetting RequestTimeout "3600"><cfsetting RequestTimeout = "3600">

※URLパラメーターの「?RequestTimeout=**」は廃止されq 」
ています
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リクエストタイムアウトの設定
だけでは不十分です！

9



リクエストタイムアウトの判定

特定のタグの実行時にタイムアウトの判定が行われます。

※どのタグがタイムアウト判定を行うタグなのかは公開されて
いません。

<cfscript>
Sleep(200000); 200秒（処理中はタイムアウトしない）Sleep(200000);
</cfscript>
<cfset a=1>
<cfoutput></cfoutput>

200秒（処理中はタイムアウトしない）

タイムアウトチェックをしないタグ

<cfoutput></cfoutput>
タイムアウトチェックをするタグ
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cfqueryでレスポンスが返ってこないと…q y

<cfquery datasource="oracle">q y
UPDATE LIST
SET NAME = 'Samuraiz'
WHERE ID = 1

cfqueryの処理中はタイムアウトしない

</cfquery>
<cfoutput>完了</cfoutput>

タイムアウトはここで判定

ロック中…

リクエストタイムアウトを設定していても
判定までたどり着けず、リクエストタイムアウトにならない！
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つまりタグや関数の実行が終わらないと…終

リクエストはずっと実行中のまま残ってしまいます。リク ト ず 実行中 残 す。
実行中のまま残っているリクエストが積み上がると、

処理中のリクエストで
全て埋まってしまう

ColdFusion全体が応答を返さなくなる可能性がありますColdFusion全体が応答を返さなくなる可能性があります。

つまり タグや関数がタイムアウトしないと危険ですつまり、タグや関数がタイムアウトしないと危険です。
タイムアウト値を指定しないと、タグや関数がタイムアウト
しない場合もあります。しない場合もあります。
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タイムアウトのあるタグ・関数
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要注意タグ・関数①

cfhttpタグ・cffeedタグpタグ タグ
デフォルト値はリクエストタイムアウトの設定値
timeout属性とリクエストタイムアウトのどちらか短い方が適用
cfsettingタグでリクエストタイムアウトを延長すれば延長可能cfsettingタグでリクエストタイムアウトを延長すれば延長可能

WEBサービス（cfinvokeタグ・createobject関数）WEBサ ビス（cfinvokeタグ・createobject関数）
デフォルト値は0（タイムアウト無し）
※cfobjectタグはタイムアウト設定無し

cfthreadタグのaction="join"・ThreadJoin関数
デフォルト値は0（タイムアウト無し）デフォルト値は0（タイムアウト無し）

cflockタグ
timeout="0" ならタイムアウト無し（timeout属性必須）timeout 0 ならタイムアウト無し（timeout属性必須）
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要注意タグ・関数②

クエリーク リ

デフォルト値は0（タイムアウト無し）
データソースの詳細設定の「クエリータイムアウト」で設定
※「タイムアウト」ではありません！！
cfquery・queryexecute等のtimeoutでオーバーライド可能cfquery queryexecute等のtimeoutでオ バ ライド可能

15



一応気に留めておくべきタグ

メール（cfmailタグ・cfimapタグ・cfpopタグ）ル（ タグ pタグ p pタグ）
デフォルト値は60秒
cfmailタグはColdFusion Administratorでも設定可能
fld タグcfldapタグ
デフォルト値は60秒

cfftpタグcfftpタグ
デフォルト値は30秒

cfexecuteタグ
デフォルトは非ブロックモード

cfreportタグ
Crystal Report使用時のみ
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一応気に留めておくべきもの

PDFサービス
cfhtmltopdfタグのPDF変換処理のタイムアウト
デフォルト値は60秒
<cf install root>/<CF Instance>/jetty/webapps/<cf_install_root>/<CF Instance>/jetty/webapps/
PDFgServlet/WEB-INF/web.xml の「
waitingQueueTimeout」

setCFCTimeout
イベントゲ トウ イ用イベントゲートウェイ用
デフォルト値はリクエストタイムアウトの設定値

onServerStartメソッドonServerStartメソッド
Application.cfcに実装するメソッド

EntityLoad・ジオロケーション
WebSocket
17



Enterprise限定
サーバーモニターの使い方

ハングしてしまった場合の対処
サ バ モニタ の使い方
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監視の有効化

「監視を有効にする」にチェックを入れることで長時間未完了
になっているリクエストの検出などが可能になります。
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サーバーモニタの起動

ColdFusion Administratorの
ColdFusion サーバーの監視 > サーバーモニタ から起動

「同時テンプレートリクエスト数」を使い切っていても、
ColdFusion Administratorは別枠扱いで操作が可能です。
（E t i 版のみ）（Enterprise版のみ）
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リクエストの強制終了終
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アラートを上げる
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スレッドダンプの取得
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確実にサーバーモニタを起動するための設定

別の入口を確保しておくことで確実にサーバーモニタを起動
することができます
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確実にサーバーモニタを起動するための設定①

内蔵WEBサーバーを有効化しておく

設定ファイル設定ファイル
cfusion¥runtime¥conf¥server.xml

<!-- internal webserver start--> 
<Connector port="8500" protocol="HTTP/1.1" 
connectionTimeout="20000" redirectPort="8447" maxThreads="150"/>
<!-- internal webserver end-->

<!-- internal webserver start--> と
<!-- internal webserver end--> の間の行を有効化
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確実にサーバーモニタを起動するための設定②

ColdFusion サーバーの監視 > 監視設定 で監視 監視設定
「監視サーバーを有効にする」にチェックを入れておく

※サーバーモニターを起動してブックマークしておいてください※サ バ モニタ を起動してブックマ クしておいてください
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ここまでのまとめ

リクエストがタイムアウトしないとColdFusionがハングする
可能性があります。

リク トタイムアウトだけではなく タグ 関数 タイムリクエストタイムアウトだけではなく、タグ・関数のタイム
アウトも適切に設定することをお勧めします。

リクエスト未完了が原因のハングのリカバリーや原因究明には
サーバーモニタが有効です。有効
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ColdFusionの起動・停止の
タイムアウト
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ColdFusionの起動タイムアウト（Windows
））

Windowsではイベントログ（アプリケーション）にイベントイ ト グ（ リケ ） イ ト
ID261及び263が記録されて起動に失敗することがあります
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ColdFusionの起動タイムアウト（Windows
））

coldfusionsvcコマンドでタイムアウト時間を設定できます。
600秒に設定するコマンド例
cfusion¥bin¥coldfusionsvc.exe -starttimeout 600 "ColdFusion xx Application 
Server"

※管理者権限で実行する必要があります。

※ "ColdFusion xx Application Server" は実際のサ ビス名※ "ColdFusion xx Application Server" は実際のサービス名
に
合わせてください。合

OS起動時に発生する場合はサービスの遅延起動も有効です。
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ColdFusionの停止タイムアウト（Windows
））

ColdFusionの停止に時間がかかると、サービス停止コマンドが
終了してもColdFusion自体の停止は未完了の場合があります。
この場合はイベントID257及び263のイベントが記録されますこの場合はイベントID257及び263のイベントが記録されます
。

停止が完了しない内にColdFusionを起動しようとすると、
ポート競合が発生して起動に失敗します。

対策：
・停止のタイムアウト時間をコマンドで設定cfusion¥bin¥coldfusionsvc.exe -stoptimeout 600 "ColdFusion xx Application 
Server"

・停止操作と起動操作の間にウェイトを入れる

Server

・停止操作と起動操作の間にウェイトを入れる
・プロセスの停止を確認してから起動する
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参考：イベントIDとイベント内容対応表

イベントID 内容

3 ColdFusionが起動しました。

4 ColdFusionが停止しました。

257 ColdFusionのサービスが強制終了されました 詳細はログを参照してく257 ColdFusionのサービスが強制終了されました。詳細はログを参照してく
ださい。

259 ColdFusionの起動に失敗しました。詳細はログを参照してください。

261 ColdFusionの起動がタイムアウトしました。

263 ColdFusionのサービスがプロセスを強制終了しました。
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cronによるColdFusionの再起動失敗（
Linux）Linux）

Linux環境でcronを利用して定時に再起動を行っていると
ColdFusionの再起動に失敗することがあります。

原因：停止に時間がかかりすぎるとsudo kill -9で強制終了しま
すが、cronではsudoコマンドを実行できないため失敗します。すが、cronではsudoコマンドを実行できないため失敗します。
if [ "$IS_RUNNING" = "true" ]; then

if [ $OS = "Solaris" -a ! -f "/usr/ucb/ps" ]; then
$PSCMD | fgrep java | fgrep $CF_DIR | awk '{print $2}' | xargs kill -9 > /dev/null 2>&1

else
# other platforms have only the executable name
$PSCMD | fgrep java | grep -v grep | grep com.adobe.coldfusion.bootstrap.Bootstrap | grep "start" | grep -

w $CF_DIR | awk '{print $2}' | sudo xargs kill -9 > /dev/null 2>&1
fi
sleep 2

fi
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cronによるColdFusionの再起動失敗（
Linux）Linux）

対策①：
cronでsudoを実行できるようにする
※セキュリティ上問題が無いかどうかを十分に検討してください※セキュリティ上問題が無いかどうかを十分に検討してください

対策②：対策②
停止に失敗した場合を想定したスクリプトを書く

停止失敗検知・停止失敗検知
コマンドの返り値（失敗時は1）
プロセスの存在確認等存在確認等

・停止失敗時の対処
しばらく待ってプロセスが消えたことを確認したら起動させるしばらく待ってプロセスが消えたことを確認したら起動させる
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ここ1年間のお問い合わせからピックアップ

よくあるご質問
ここ1年間のお問い合わせからピックアップ
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よくあるご質問

リクエストキュータイムアウトのエラーページ指定
CGI.PATH_INFOの仕様変更
スプレッドシート読み込みの仕様変更
Webサービスのバージョン指定
SSLを使用する際の注意
ColdFusion Administratorのパスワードリセット
デ ド バ バデータベースドライバのロールバック

プリンター関連のトラブル
クライアント変数の削除タイミングクライアント変数の削除タイミング
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リクエストキュータイムアウト

ColdFusion 11 Update 8以降で「リクエストキュータイム
アウト」に.cfmを設定すると、ColdFusionが起動しなくなり
ます！ます！

起動しなくなった場合の対処：
・Updateをコマンドでアンインストールして設定変更

※必ず管理者権限で実行してください！

java –jar cfusion¥hf-updates¥hf-11-000**¥uninstall¥uninstaller.jar

※必ず管理者権限で実行してください！

・neo-runtime.xml を手動で編集neo runtime.xml を手動で編集

※リクエストキュータイムアウトに.cfmを指定しても意味が
ありませんので htmlなどを指定してくださいありませんので.htmlなどを指定してください。

※Update 11で対策予定です。
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CGI.PATH_INFOの仕様変更_

http://example.com/hoge/fuga.cfm

ColdFusion 8以前
CGI.PATH_INFO…/hoge/fuga.cfm
CGI SCRIPT NAME /hoge/fuga cfmCGI.SCRIPT_NAME…/hoge/fuga.cfm

ColdFusion 9（累積アップデート適用）以降ColdFusion 9（累積アップデート適用）以降
CGI.PATH_INFO…空
CGI.SCRIPT_NAME…/hoge/fuga.cfm

CGI.PATH_INFOを使っていた場合は代わりに
CGI SCRIPT NAMEを使ってください。CGI.SCRIPT_NAMEを使ってください。
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参考：CGI変数の仕様

http://{SERVER_NAME}:{SERVER_PORT} 
{SCRIPT_NAME}{PATH_INFO}?{QUERY_STRING}

http://example.com/hoge/fuga.cfm/piyo?hogera

CGI. SCRIPT_NAME…/hoge/fuga.cfm
CGI.PATH_INFO…/piyo
CGI. QUERY_STRING…hogera

CGI PATH INFOはファイル名の後ろに更にURIが続いているCGI.PATH_INFOはファイル名の後ろに更にURIが続いている
場合にそれを取得するためのものです。
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スプレッドシート読み込みの仕様変更

ColdFusion 2016でシートを指定して読み込んだ場合の挙動
が変更されています。
< f d h t ti " d" "t t l " "th Sh t" h t " h t" ><cfspreadsheet action="read" src="test.xls" name="theSheet" sheetname="sheet" >

～～～シート操作～～～

ColdFusion 11以前 全てのシ トが保存される

<cfspreadsheet action="write" filename="test_out.xls" name="theSheet" >

ColdFusion 11以前…全てのシートが保存される

ColdFusion 2016…指定したシートのみが保存される指 保存

※SpreadsheetRead関数とSpreadsheetWrite関数も同様
ですです
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スプレッドシート読み込みの仕様変更

ColdFusion 2016のコ ド例
<!---- シートを指定せずに全体を読み込みます。 --->
<cfspreadsheet action="read" src="test.xls" name="theSheet" sheetname="sheet" >

ColdFusion 2016のコード例

p

<!---- SpreadsheetSetActiveSheet関数で操作するシート名を指定します。 --->
<cfset SpreadsheetSetActiveSheet(theSheet, “サンプル”)>

<!---- SpreadsheetSetActiveSheetNumber関数で番号指定もできます。 --->
<cfset SpreadsheetSetActiveSheetNumber(theSheet,1)>

～～～シート操作～～～

! 最初のシ トを操作対象に指定してから保存します<!---- 最初のシートを操作対象に指定してから保存します。 --->
<cfset SpreadsheetSetActiveSheetNumber(theSheet,1)>
<cfspreadsheet action="write" filename="test_out.xls" name="theSheet" >

41



Webサービスのバージョン指定

指定はC ldF i がサ バ 側になる場合 設定ですこの指定はColdFusionがサーバー側になる場合の設定です。
ColdFusionがクライアントになる場合のバージョンは
Application.cfcで指定します。Application.cfcで指定します。

<cfset this.name="webservice">
< f t thi tti i "1">

Application.cfc

※Application.cfmでは設定できません！

<cfset this.wssettings.version.consume="1">

pp では設定できません

42



SSLを使用する際の注意

SSLを使用すると通信に失敗する場合は、ルート証明書をJava
のキーストアにインポートするとうまくいくことがあります。
C:¥ColdFusion**¥jre¥bin>keytool -importcert -keystore C:¥ColdFusion**¥jre¥lib
¥security¥cacerts -file rootca.cer -storepass changeit

※1行のコマンドです。
※「changeit」はデフォルトパスワードです。

※ColdFusionが使用するJavaを変更している場合は
そのJavaのキーストアにインポートする必要があります。要

※ColdFusionが使用するJavaを変更した場合も、同様に再度
インポートが必要ですインポートが必要です。
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Administratorのパスワードリセット

ColdFusion 10以降にはパスワードをリセットするスクリプト
が用意されています。
cfusion¥bin¥passwordreset bat を管理者権限で実行しcfusion¥bin¥passwordreset.bat を管理者権限で実行し、
C:¥ColdFusion2016¥cfusion¥bin>passwordreset.bat
Enter 1 for changing Admin Password and 2 for changing Admin Component(jetty) password :
11
Enter new Admin Password :

Confirm new Password :

Enter new RDS Password :

Confirm new Password :

最初に「1」を入力して指示に従います。
実行後 C ldF i を再起動します

Your Admin and RDS password has been reset. Re-start the server to reflect the changes.

実行後、ColdFusionを再起動します。
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データベースドライバのロールバック

Update適用後にデータベース関連のトラブルが発生するように
なった場合、以前のデータベースドライバを使用すると正常に
動作する場合があります動作する場合があります。

データベースドライバは macromedia drivers.jar です。デ タ スドライバは macromedia_drivers.jar です。

Update適用前のデータベースドライバは
cfusion/hf updates/hf ** 000**/backup/libcfusion/hf-updates/hf-**-000**/backup/lib
にバックアップされていますので、
cfusion/lib/macromedia_drivers.jar と置き換えます。_ j 置 換

※元のファイルは手動でバックアップしておいてください
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プリンター関連のトラブル（Windows）

Q. デフォルトプリンタを設定する方法が分からない。
A. デフォルトプリンタはColdFusionの実行ユーザーの設定が

使用されます使用されます。
ColdFusion用のユーザーを作成してコントロールパネルで
デフォルトプリンタを設定し、ColdFusionのサービスを
そのユーザーで実行するように設定します。

Q. オフラインのプリンタにジョブを送信できない。
A. Java 7以前に存在するバグです。

Java 8を使用してください。
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クライアント変数を破棄するタイミング

クライアント変数をデータベースやレジストリに格納している
場合に、古いクライアント変数を破棄する処理が一定間隔で
実行されます実行されます。

破棄の間隔にはColdFusionが停止している時間はカウント
されません。
起動後から一定時間が経過した時点で破棄が実行されます。
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サポートセンターセッションは以上となります。

ご清聴ありがとうございます。
サポ トセンタ セッションは以上となります。
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