変更履歴
次期バージョンの予定
・Edge ブラウザーにおけるダウンロードファイル名の文字化け対応 - BugTrack-wiki/351
(2018/04/17)
・rss プラグインで生成するリンクが不正になる - BugTrack-wiki/292 (2018/06/27)
・Google プラグインで Google ロゴ画像の使用を停止と HTTPS リンクへの変更 (2018/07/17)
・ブロック書式のエスケープ処理を修正 - BugTrack-wiki/352 (2018/10/18)
・番号付きリスト項目リストの組合せが正しく表示されない - BugTrack-wiki/353 (2019/09/09)
・検索用プラグイン設定追加 - BugTrack-request/109 (2020/11/18)

2018/03/28 - Version 3.6.5 リリース
・ログイン後にもともと表示していたページにリダイレクトするようにしました。
・定義リストの処理に関する不具合を修正。
・ページキャッシュの更新に関する不具合を修正。
・見出し行に文字装飾記法を含む PDF 生成に関する不具合を修正。
・outline プラグインが正しく li タグを閉じない問題を修正。
・amazon プラグインを携帯対応させました。
・現在表示しているページ名を表示するための pagename プラグインを追加しました。
・ページの保存時にコンフリクトした場合は差分を表示して再編集できるようにしました。
・パート編集時には保存後に編集したパートにリダイレクトするようにしました。
・ref_image プラグインで画像の幅と高さを指定できるようにしました。
・管理者でログインしている場合はスパムフィルタが動作しないようにしました。
・管理画面で削除されたページの一覧からページを完全に削除できるようにしました。
・表のセル部分に << と書いておくと左側のセルと結合できるようにしました。
・差分表示に jsdifflib を使用するように変更。( コンフリクト時の差分表示に対応 )
・editlog のログファイルから取得したページ名を URL デコードしわすれていたのを修正。
・Perl5.26 以降への対応。
・PDFJ-0.91RC1 へ変更。
・管理画面の削除ページ完全削除にて添付ファイルを削除するように修正。
・フッタ表記のコピーライトの変更。
・連続したリスト記述のスタイル変更 (*,+) に対応。
・Farm セッションタイムアウトに関するクッキー削除時の有効期限設定値の修正。
・session_dir を setup.dat 内に別途設定出来るように変更。
・ブロックプラグイン内のインラインプラグイン判定の誤認を修正。
・ダウンロードファイル名の文字化け対応。
・不完全なブロックプラグインで無限ループする件の修正。
・子 Wiki を InterWiki に追加する際のエンコード指定 ("euc") を追加
・ソフト 404 エラー関連の修正 ( レスポンスステータス対応 )
・ページ名チェック処理の外部化対応（標準検証分のみ）
・アウトラインプラグインのページ指定対応
・アンカー記述への対応 ( ページとして存在する場合はページリンク優先 )

2010/08/28 - Version 3.6.4 リリース
・Perl 5.10 でコメントや掲示板の入力フォームのお名前欄が文字化けしてしまう問題を修正
した。
・インライン書式をネストできるようにしました。
・キーワード、ページ名の自動リンクなどの処理を高速化しました。
・管理画面での設定変更時に起動されるフックを追加しました。
・フッタの公式サイトへのリンク先を修正しました。
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2008/12/14 - Version 3.6.3 リリース
・添付ファイルの上書きをユーザもしくは管理者のみに制限できるようにした。
・ページ内容のフィルタリングルールを追加した。
・訪問者がユーザ登録を行うことができるようにした（設定画面で ON/OFF の切り替えが可
能です）。
・出力する HTML を修正し、tDiary のテーマとの互換性を向上。
・ページ一覧のインデックスファイルを作成するようにし、大量ページ時の性能を（若干）
改善。
・複数行プラグインのサポートを追加。
・HTML キャッシュ機能を削除。
・改行を BR タグに変換するモードで、複数の空行が連続していた場合に複数の BR タグに
なるようにした。
・画像の URL を img タグで表示するかどうかを管理画面で設定できるようにした。

2006/07/03 - Version 3.6.2 リリース
・差分表示で、ページの行数が極端に多い場合は差分検出を行わないようにした。
・受信するリクエストのサイズを setup.dat で設定できるようにした。

2006/05/30 - Version 3.6.1 リリース
・差分表示に関する XSS 脆弱性への対応。
・日本語ページ名の PDF ファイル名のエンコードを修正。

2006/05/13 - Version 3.6.0 リリース
・インライン書式をネストできるようにした。
・差分表示をわかりやすい表示にした。
・差分表示時にそのバージョンに戻せるようにした。
・サイト全体の参照権限を設定できるようにした。
・ページ名にコロンは使用できないようになっているが、連続したコロンであれば使用でき
るようにした。
・setup.dat でタイムゾーンを指定できるようにした。
・setup.dat で MIME タイプの設定ファイルの名前を指定できるようにした。
・更新通知メールを複数のアドレスに送信できるようにした。
・kati テーマを追加（若干修正しています）。
・その他、様々なバグフィックス。

2006/04/16 - Version 3.5.11 リリース
・PDF 生成時にグレースケールの画像も表示できるようにした。
・PDF 生成時に画像ファイルが用紙の横幅よりも大きい場合に自動的にリサイズするように
した。
・管理者への更新通知メールを複数のアドレスに送信できるようにした。
・任意の URL リンクの整形ルールに XSS 脆弱性が存在したため修正した。

2005/12/04 - Version 3.5.10 リリース
・Farm 作成時のテンプレート機能（template という Wiki を作成しておくと、Farm で新規
Wiki を作成した場合にそこからページをコピーして作成します）。
・ページ頭および前後パートへのリンクを表示できるようにした（管理画面から ON/OFF 可
能）。
・新規作成ページに付与される参照権限を管理画面から設定できるようにした。
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・mod_perl での動作時に異常系でもメモリリークしないようにした。
・Wiki#exit() メソッドを削除し Util::_exit 関数でオーバーライドするようにした（プラグイ
ンからは普通に exit 関数を呼んで OK です）。
・外部リンクを別ウィンドウで開く設定にしてある場合、スキームが指定されていない URL
を同じウィンドウで開けるようにした。
・シングルブラケットによる任意の URL へのリンク処理に脆弱性があったため対処。
・いくつかのバグフィックス。

2005/08/27 - Version 3.5.9 リリース
・初期設定用のスクリプトを同梱するようにした（3.5.9 ではリリース時のミスでアーカイブ
に含まれて居ませんでした）。
・PDF プラグインの数値リストの出力がおかしい問題を修正。
・attach プラグインのダウンロードカウンタを別ファイルに記録するようにした。
・管理画面のページ管理画面で正規表現ではなく、AND・OR・NOT でキーワードフィルタ
を行えるようにした。
・Wiki.pm に add_head_info() を追加。プラグインから <head> タグ内に任意のタグを出力す
るためのものです。
・rss プラグイン有効時に RSS Auto Discovery に対応。

2005/05/19 - Version 3.5.8 リリース
・初期設定用のスクリプトを同梱するようにした。
・ref プラグインの第 3 引数で別名を指定できるようにした。
・「項目」を挟んだ「引用」がくっついてしまう問題を修正。
・添付ファイルによる XSS 脆弱性に関する修正。

2005/02/11 - Version 3.5.7 リリース
・Wiki.pm に create_url、create_page_url メソッドを追加。
・calendar プラグインの出力する HTML を tDiary 互換にした。
・Tar によるバックアップ機能を外した。
・tDiary の一部のテーマで編集時の textarea が小さい問題を修正。
・buglist プラグインで本文中に大見出しがあるとサマリ取得に失敗する問題を修正。
・同梱の HTML::Template を 2.7 にバージョンアップ。
・RSS 出力時に category プラグインの出力が不正な問題を修正。
・リネームプラグインのリネームフォームにデフォルトで元のページ名を表示するようにし
た。
・子 Wiki でのログインが親 Wiki でも有効となってしまう問題を修正。
・スパム対策用の機能 ( 指定文字列が含まれていたら更新処理をキャンセル )
・キャッシュ利用時に複数行の整形済テキストが１行で表示されてしまうバグを修正。
・Help/YukiWiki テキスト装飾 の項に誤りがあったのを修正。
・AdminStyleHandler.pm で </form> が出力されていなかったのを修正。
・RSS プラグインで出力する更新日を論理日付に変更。
・キャッシュ利用時に calender の outline が不正となる問題を修正。
・lib/Wiki/DefaultStorage.pm で can_modify_page が can_modify になっている typo を修正。
・/ をページ名先頭にしたアンカーが正常に動作しない問題を修正。
・YukiWiki 書式で ---- が行頭以外でも平行線になる問題を修正。
・更新メールの差分が常に第０世代のものからの差分になってしまう問題を修正。
・セッションクッキーの PATH に QUERY_STRING が含まれてしまう問題を修正。
・整形済テキストの行末にスペースがあった場合に PDF 出力が不正となる問題を修正。

2004/08/22 - Version 3.5.6 リリース
・フォーマットプラグインで FSWiki 以外の書式を選択している場合に BBS プラグインなど
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プラグイン中でページの生成や編集を行っているプラグインで発生する不具合を修正。
・多言語化パッチを適用。
・amazon プラグインを洋書の書影にも対応させました。
・DefaultStorage の get_page_list メソッドに -max オプションを指定した場合に指定件数より
もページ数が少なかった場合に発生する不具合を修正。
・本文のないセクションをインクルードした場合に、次のセクションまで取り込まれてしま
うバグを修正。
・更新通知メールに送信日時を付与するようにした。
・脚注プラグインでツールチップを表示するようにした。
・キャッシュ機能の本格的な実装。基本的にはパース結果を HTML として保存しています
が、プラグイン部分など一部を動的に出力するようにしました。
・世代バックアップ時に履歴の一覧から各世代のソースを表示できるようにした。
・format_help プラグインで子 Wiki の場合はルートの "Help/ フォーマット名 " ページを表示
するようにした。
・クッキーの path に環境変数 REQUEST_URI を編集したものを設定するようにした ( 同一
サーバに複数の Wiki を設置した場合にログイン関係で不具合があったため )。

2004/05/20 - Version 3.5.5 リリース
・キーワードキャッシュが空の状態で自動リンクを OFF にするとハングしてしまうバグを
修正。
・PDF プラグインで番号付きリストのナンバリングが不正なバグを修正。
・outline プラグインと同一ページに comment などのプラグインを記述すると動作しないバグ
を修正。アウトライン解析時は Wiki タイプのプラグインのみ処理するようにした。

2004/05/11 - Version 3.5.4 リリース
・mod_perl の Apache::Registory でログインできないバグを修正。
・ページの自動リンクを使用している場合にページ更新者の参照権限によってリンクが行わ
れてしまうバグを修正。
・setup.dat でトップページのページ名を変更できるようにした（デフォルトは FrontPage）。
・その他、3.5.3 に対する細かいバグ修正。

2004/04/10 - Version 3.5.3 リリース
・フォーマットプラグインを導入し、Hiki、YukiWiki 書式での編集を行なえるようにした。
・HTML のキャッシュ機能を実装した。
・世代バックアップ機能を実装した。
・Tar での一括バックアップ（ダウンロード）機能を実装した。
・管理系で保存処理後はリダイレクトで遷移するようにした。
・設定で Location ヘッダでのリダイレクトもできるようにした。
・参照権限のないページに META タグで NOARCHIVE を出力するようにした。
・AirH"PHONE を携帯電話とみなすようにした。
・編集画面でプレビューした際に sage チェックを引き継ぐようにした。
・高速化のための努力（微妙に速くなっている…はず？）。
・フッタに Perl のバージョンと mod_perl で動作しているかどうかを表示するようにした。
・mod_perl の Apache::Registory で動作させた場合にメモリリークする問題を解消した。

2003/12/20 - Version 3.5.2 リリース
・新規作成時の編集フォームからページに対して処理を行う editform 系プラグインを非表示
にした。
・孫 Wiki でのログインが子 Wiki で引き継がれてしまうバグを修正した。
・Wiki#get_page と Wiki#page_exists を子 Wiki に対して InterWiki 形式の記述ができるように
した。一部のプラグインで InterWiki 形式で子 Wiki のページを指定することが可能です。
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・comment プラグインに tail オプションをつけた。
・管理者はページの編集フォームで凍結、参照権の設定ができるようにした。
・更新通知メールで表示する項目を選択できるようにした。
・パスワードの暗号化を MD5 で行なうようにした。そのため、config/user.dat に互換性がな
くなっています。
・子 Wiki に対して自動的に InterWiki として使用可能にした。
・pluginhelp で特定のプラグインのヘルプのみを表示できるようにした。
・bbs2list で記事のタイトル一覧を表示できるようにした。
・一般ユーザ用のメニューおよびアクションを設定できるようにした。パスワード変更プラ
グインはこの形式のプラグインに変更した。
・sage 機能を実装した。
・rename プラグインを編集フォーム用のプラグインに変更。
・CGI::Session 周りの処理を見直し、無駄なセッションを生成しないようにした。また、
クッキーにセッションタイムアウト時間と同じ有効期間を設定するようにした。
・RSS はページ更新時のフックで作成し、キャッシュするようにした。
・bbs2 プラグインをオプションでフォームのみ表示できるようにし、一覧表示用に bbs2list
プラグインを追加した。
・partedit プラグインをコアの機能として取り込んだ。
・vote プラグインの投票結果をファイルに保存するようにした。
・Wiki#get_page_list でソート順、取得件数などを指定できるようにした。
・recent プラグインで使用しているキャッシュはストレージ側で管理するようにした。
・メールのサブジェクトのプレフィックスを管理画面から設定できるようにした。

2003/10/13 - Version 3.5.1 リリース
・カレンダ系プラグインで参照権のないページは表示されないようにした。
・管理画面から MIME タイプを追加できるようにした。
・ブラケットを含むページは作成できないようにした。
・子 Wiki でセッションが維持されないバグを修正した。
・RSS プラグインで無限ループしてしまうバグを修正した。
・amazon プラグイン、簡易投票プラグイン、カウンタプラグイン、パスワード変更プラグ
イン、リネームプラグインを追加。
・バグトラックにステータスごとの件数が表示されるようにした。
・アルファベットの大文字 / 小文字を区別せずに検索できるようにした。
・Template/ ではじまるページはカテゴライズされないようにした。
・出力される HTML をもう少しだけまともに。
・FSWiki のような書式がリンクになるようにした。
・mod_perl の Apache::Registory で動作することを確認した。
・参照権のないページは表示しないよう全体的な修正を行った。
・img タグを div タグで囲むようにした。
・カレンダ系プラグイン等で partedit のアンカや outline プラグインのジャンプ先がずれない
よう修正した。
・Header による共通ヘッダ部分に div.header クラスを指定するようにした。

2003/08/23 - Version 3.5.0 リリース
・プラグインをインラインプラグインとパラグラフプラグインに分類した。
・Wiki#add_plugin メソッドを廃止し、Wiki#add_inline_plugin と
Wiki#add_paragraph_plugin を使用するようにした。
・インラインプラグインは inline メソッド、パラグラフプラグインは paragraph メソッド
を実装するようにした。
・プラグインから Wiki 形式の文字列を返すタイプのプラグインをサポートした。この形式
のプラグインは PDF にも出力が反映される。
・ref プラグインの text、image オプションを廃止した。代わりに画像の添付には ref_image、
テキストの追加には ref_text プラグインを追加した。
・管理画面のページ管理でフィルタを使用できるようにした。また、ログインユーザのみ参
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照可能なページ、管理者のみ参照可能なページを設定できるようにした。
・RSS1.0 を出力するようにした。管理画面の環境設定から出力する RSS のバージョンを指
定できるようにした。
・ページ名を検索対象に含めるようにした。
・Wiki.pm でバージョン番号を定義するようにした。
・ログインユーザごとの更新回数やページの更新者などを表示するための editlog プラグイン
を追加した。
・行頭に + で番号付きリストを使えるようにした。

2003/08/17 - Version 3.4.4 リリース
・１行の最初と最後にプラグインを記述した場合に正しく認識されるようにした。
・公式サイトの移転に伴い、フッタのリンク先を変更した。
・カレンダ系のプラグインで正規表現のメタ文字を含むパラグラフをインクルードできない
バグを修正した。

2003/08/13 - Version 3.4.3 リリース
・include、bbs2、todolist、calendar 系のプラグインで無限ループしてしまうバグを修正。
・ネストした Wiki::process_wiki の呼び出しは 50 回までに制限した。

2003/07/26 - Version 3.4.2 リリース
・編集画面に添付ファイルの一覧と添付フォームを表示するようにした。
・コメント、掲示版、バグトラックにクッキーで名前を表示するようにした。また、クッ
キーがセットされていない場合でログインしている状態であればユーザ ID を表示するよ
うにした。
・ページの保存後は META タグでリダイレクトするようにした。
・以下のプラグインを追加した。
・パラグラフ編集プラグイン
・Google 検索プラグイン
・脚注プラグイン
・WikiFarm のユーザ認証の仕様を変更した。
・親 Wiki、子 Wiki での ID の重複は可能だが、別ユーザ扱いとなる。
・親 Wiki でログインしたユーザは子 Wiki でも同じ権限でログイン状態になる。
・SMTP による通知メールの送信に対応した。
・RSS プラグインがプロキシ（プロキシ認証も）に対応した。
・キーワードを最長マッチにした。
・ページの自動リンクで / を含むページをリンク対象にするかどうかを設定できるようにし
た。
・LWP、Net、URI モジュールを同梱するようにした。
・recent、recentdays プラグインをキャッシュするようにした。
・出力する HTML を HTML 4.01 Transitional にした（一部プラグインは未対応）。
・行頭に // でコメントアウトできるようにした。
・プラグイン解析部の XSS 脆弱性を修正。
・ユーザ認証のセッション維持に CGI::Session を使うようにした。
・サイトテンプレート機能の実装。
・テーマを使用せず、スタイルシートの URL を指定できるようにした。
・カレンダを CSS でスタイル指定できるようにした。
・大小様々なバグフィックス。

2003/06/30 - Version 3.4.1 リリース
・全てのファイルを use strict にした。
・SendMail.pm のバグ修正。
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・検索機能のバグ修正。
・images ディレクトリを削除した。添付ファイルのリンクでもクリップ画像を表示しないよ
うにした。
・掲示板、バグトラックを HTML::Template 化した。
・pluginhelp を info パッケージに移動した。
・URL の別名リンクで相対パスを使えるようにした。
・シングルクオートの入った URL にリンクをはるようにした。
・編集系の画面の場合にロボット対策の META タグを出力するようにした。
・ユーザのパスワードを暗号化して保存するようにした。
・WikiFarm を実装。
・以下のプラグインを追加。
・RSS 取得プラグイン
・RSS-JP.NET を利用して RSS を取得するプラグイン。
・BBS2 プラグイン
・ソース表示プラグイン
・mod_perl に対応した。はず。
・Keyword で InterWiki を使えるようにした。
・カテゴリをキャッシュするようにした。
・ページ名にアンカをはり、クリックすると検索画面に飛ぶようにした。
・細かいバグフィックス、スタイルシートの修正。
・Jcode.pm、MIME::Base64、LWP を同梱し、jcode.pl と mimew.pl は削除した。

2003/06/07 - Version 3.4.0 リリース
・ref、ref2 プラグインに text オプションを追加。
・attach プラグインに nolist オプションを追加。
・差分で変更のなかった行は出力しないよう修正。
・ブラウザから各種設定を変更できるようにした。
・管理者ログイン時にページの一覧から凍結、解除、削除ができるようにした。また、
添付ファイルの一覧から削除ができるようにした。編集画面でのページ凍結はできな
いようにした。
・管理画面からログファイルを削除、ダウンロードできるようにした。
・管理画面で複数のアカウントを設定できるようにした。編集禁止モードで運用してい
る場合、ログインすれば編集や新規ページの作成が可能。また、メールに編集者の ID
が表示されるようにした。凍結されているページは今までどおり管理ユーザしか編集
することはできない。
・改行を <br> タグに変換する設定をできるようにした。
・ページ名に自動的にリンクをはる設定をできるようにした。
・添付ファイルの削除を許可するかどうかを設定できるようにした。
・権限の管理が複雑になるため添付ファイルの凍結機能はひとまず削除した。
・ページの保存処理、バックアップ処理を Wiki.pm から分割した。デフォルトでは
Wiki::DefaultStorage.pm を使用します。添付ファイルも標準機能として API を提供したほ
うがよいだろうか？
・save_end フックを save_after に変更し、save_before フックを追加した。
・管理者へのメール送信をフックに変更した。
・file:// でアンカをはるようにした。
・ログイン処理は Login.pm ではなく、Wiki.pm で行うようにした。Wiki.pm に login_check、
get_login_info メソッドを追加した。
・Wiki.pm にユーザを追加するための add_user メソッド、管理者用メニューを追加するため
の add_admin_menu メソッド、add_admin_handler メソッドを追加した。
・PDF にはプラグインの出力を一切取り込まないようにした。これに伴って Image::Info モ
ジュールが不要となった。また、PDF でプラグインを考慮する必要がなくなったため、行
頭以外でもプラグインを展開するようにした。
・改行のみのページは削除されるようにした。
・編集画面に表示するタイプのプラグイン（EditForm プラグイン）をサポートした。とりあ
えず EditHelper をこの形式のプラグインに変更した。
・ページの新規作成画面でコンボからテンプレートを選択できるようにした。
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・calendar プラグインのオプションでテンプレートを指定できるようにした。
・以下のインラインプラグインを追加した。また、一部のプラグインを info パッケージに移
動した。
・todoadd - TODO を追加するためのフォームを表示する。
・accessdays - 日毎のアクセス数の多い順にページ一覧を出力する。
・lastmodified - ページの更新日時を表示する。
・ログは log ディレクトリに出力するようにした。
・Wiki ページのアンカに nopage（未作成）と wikipage（作成済）という class 属性を付与し
た。
・携帯の場合はヘッダとフッタも出力しないようにした。

2003/05/09 - Version 3.3.7 リリース
・core に入っていたプラグインを細分化した
・アクションハンドラクラスとインラインハンドラクラスを分割（3.3.7 リリースではフック
も分離したい）
・ref2 プラグインを追加
・pluginhelp プラグインを追加（インラインプラグインのヘルプが表示されます）
・todolist プラグインはデフォルトではチェックボックスとボタンは表示しないよう変更
（form オプションをつけるか、ログイン中であれば従来通りチェックボックスとボタンを
表示）
・Comment、BBS、Attach のバグ修正
・バックアップファイルがない状態で差分表示を行なうとエラーが発生する問題の修正
・画像ファイルへの URL を img タグにするようにした
・添付ファイルを凍結できるようにした
・calendar でカレンダのみを表示するようにし、カレンダで作成したページのうち 1ヶ月分
を表示する monthcalendar プラグインを追加した
・検索結果にページ名だけでなく該当行を表示するようにした（試験的かも）
・バグトラックでバグレポートの状態をラジオボタンで変更できるようにした

2003/04/27 - Version 3.3.6 リリース
・mailto をアンカにするようにした
・ref プラグインでダウンロード回数が表示されるようにした
・説明リストの本文を複数行記述できるようにした
・カテゴリプラグインのバグ修正
・TODO プラグインを追加
・include プラグインでパラグラフ名に正規表現のメタ文字が含まれていた場合の不具合の修
正
・試験的に携帯電話への対応を行った
・Shift_JIS でレスポンスするようにした
・サイドバー、EditHelper、CSS などを出力しないようにした
・CGI.pm を継承して param メソッドをオーバーライドし、リクエストパラメータを
EUC に変換するようにした
・XREA で todayslink プラグインがうまく動作しない不具合を修正
・recentcalendar プラグインを追加し、calendar プラグインにも反映した

2003/04/18 - Version 3.3.5 リリース
・todayslink プラグインを追加。
・HTML::Template によってヘッダとフッタをテンプレート化。
・category プラグイン、attach プラグインのバグ修正。

2003/04/13 - Version 3.3.4 リリース
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・カテゴリ一覧をソートするよう修正。
・category_list プラグインのバグ修正。
・Attach.pm のバグ修正。
・setup.pl で wiki.cgi のファイル名を指定できるようにした。

2003/04/11 - Version 3.3.3 リリース
・attach プラグインを追加。
・category_lisp プラグインを追加。
・変更通知用メールアドレスとフッタ表示用のメールアドレスを別々に設定できるようにし
た。
・ファイル入出力に失敗した際に die してエラーメッセージを表示するようにした。
・その他、細かい修正。

2003/03/31 - Version 3.3.2 リリース
・新規作成の禁止時に管理者でページを作成しようとすると発生するエラーを修正。

2003/03/29 - Version 3.3.1 リリース
・検索フォームを表示する search プラグインを追加。
・ページの保存時に PDF ファイルを生成しないようにした。
・凍結ページおよび編集禁止モードではファイル添付および削除をできないようにした。
・カレンダで表示されるページ内にコメントプラグイン等があった場合に正常に動作しない
バグを修正。
・プラグインのインスタンス生成を起動時ではなくプラグイン使用時に必要なもののみ行う
ように変更し、全体的な高速化を行った
・PDF で段落が正しく表示されるように修正。

2003/03/25 - Version 3.3.0 リリース
・Keyword 機能の実装。
・InterWiki の実装。
・出力する HTML タグを（ほぼ）小文字に統一。
・複数行の引用を記述した場合、改行するよう修正。
・Mozilla でも outline からジャンプできるよう修正。
・ref プラグインで png 画像も表示されるようにした。
・setup.pl で管理者の名前とメールアドレスを設定し、Copyright に表示するようにした。
・bbs、comment プラグインでのページ更新時に PDF が更新されないバグを修正。
・プラグインのあとに続けて記述した文字が改行してしまうバグの修正。

2003/03/20 - Version 3.2.5 リリース
・出力される HTML を少しだけまともなものに修正。
・Google のようなリンクが正しく出力されるようにした。
・calendar プラグインの第一引数（カレンダ名）を必須にした。
・PDF に空行を出力するようにした。
・行頭がカンマからはじまる場合のみ table になるようにした。
・ページ一覧を任意の件数ごとに表示できるようにした。
・全ページの添付ファイル一覧を表示できるようにした。
・include プラグインでインクルードされたコンテンツに bbs プラグインや comment プラグ
インが入っている場合も正しく動作するようにした。
・recentdays プラグインを追加。
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2003/03/15 - Version 3.2.4 リリース
・EditHelper ページがあるときは編集画面にヘルプとして表示するようにした。
・PDF 生成時のバグを修正。
・出力する HTML を修正。
・その他、細かいバグの修正。

2003/03/05 - Version 3.2.3 リリース
・RSS プラグインで新着順にソートされないバグを修正。
・PDF プラグインで PDF パーサが落ちてしまうバグを修正。

2003/03/02 - Version 3.2.2 リリース
・カテゴリプラグインを実装。
・カレンダプラグインを実装。
・RSS プラグインを実装。
・setup.pl にてサイトのタイトルを設定できるようにした。
・WikiName を実装し、setup.pl にて ON/OFF を指定できるようにした。
・include プラグインで取り込んだ内容も PDF に出力するようにした。

2003/02/27 - Version 3.2.1 リリース
・バグトラックプラグインを実装。
・ページの削除時に PDF ファイルや添付ファイル等、関連ファイルも削除するようにした。
・ref プラグインで MIME タイプが text/* の場合、整形済テキストとして貼り付けるように
した。
・edit プラグインを追加。
・Menu ページがないときは <div class=``main''> を出力しないよう修正。

2003/02/22 - Version 3.2.0 リリース
・パーサを全面書き換え。コンバータをパーサとフォーマッタに分け、PDF も同じ IF で実
装した。
・include プラグインを追加。
・setup.pl でページの新規作成、編集を禁止できるようにした。
・管理者ログインを追加。管理者はページが凍結されていたり、setup.pl で新規作成や編集
が禁止されていても自由にページの作成、編集を行うことができます。
・検索で AND、OR 検索が可能になった。

2003/02/18 - Version 3.1.2 リリース
・PDF プラグインのバグ修正
・ディレクトリ構成を変更

2003/02/18 - Version 3.1.1 リリース
・PDF プラグインを正式リリース
・差分表示機能
・tDiary のテーマに対応
・ページの凍結機能

2003/02/16 - Version 3.1.0 リリース
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・PDF プラグイン（ベータ版）を実装
・設定ファイルを分離

2003/02/13 - Version 3.0.5 リリース
・掲示板プラグインで記事に対して返信フォームを出力するようにした
・Wiki ページに対して別名でアンカを作成できるようにした
・空白を含むページ名を作成すると不具合が生じるバグを修正した

2003/02/11 - Version 3.0.4 リリース
・書式の強化（下線、引用、説明）
・検索時には空白で区切った単語で AND 検索を行うようにした
・更新衝突を検知するようにした

2003/02/03 - Version 3.0.3 リリース
・はじめての一般公開。
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