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あらまし 代表的な Web ブラウザの一つである Firefox の悪意を持つ拡張機能による脅威が増し
ている．本稿では，悪意を持つ Firefox 拡張機能による攻撃手法と，その拡張機能をターゲットに
気付かれないようにするためのステルス化手法について報告する．また，検討手法の一部を用い
て実装した悪意を持つ拡張機能の挙動を検証し，悪意を持つ Firefox 拡張機能に対する対策の必要
性を指摘する．
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Abstract Threats by malicious Firefox extensions are widely spread. In this paper, we report
an investigation on attack methods using a malicious Firefox extension and stealth methods to
prevent the extension from being noticed by an attack target. We confirm the behavior of a
malicious Firefox extension that is implemented using some of the investigated methods, and
point out the necessity of countermeasures against malicious Firefox extensions.

はじめに

被害が発生しており，国内でも脅威になりつつ
ある [1]．また，Estehghari ら [2] は，既存の電
Web ブラウザの拡張機能とは Web ブラウザ
子投票システムに対して同手法を用いることで，
に新たな機能を追加したり，Web ブラウザのデ
投票者の意図とは異なる候補者へ投票させる実
ザインを変更したりするための小さなサブプロ
験を行っている．さらに，Mozilla により公表
グラムである．Mozilla により開発が行われてい
されている，拡張機能のブロックリスト [3] に
る Firefox においては，アドオンとも呼ばれる． 登録される拡張機能は，図 1 に見られるように
近年，その拡張機能を悪用した攻撃が発生し
年々その数を増やしている．ブロックリストに
ている．その一つに，Man-in-the-Browser 攻撃
登録されている拡張機能は，Firefox の安全性
という Web ブラウザ内の送受信データや，Web
や安定性に関して問題を引き起こす悪質な拡張
ブラウザ上の表示内容を改ざんする手法が存在
機能である．このことからも悪意を持つ拡張機
する．既に海外では同手法によりインターネッ
能による脅威が増していることが伺える．
ト・バンキングの預金を盗み取られるといった
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その一方で，Firefox の拡張機能に対するセ
キュリティ機構は不足している．Firefox 拡張
機能は一般に，Mozilla の公式サイトである addons.mozilla.org (AMO) から審査を経たものが
配布され，インストールされる．しかし，AMO
以外を経由して配布された拡張機能についても，
Firefox では制限なくインストールすることが可
能である．そのような拡張機能は Mozilla によ
る審査が行われないため，審査を通過できない
要因となる悪意を持つ挙動を行う可能性がある．
また，AMO からインストールした後の拡張機
能の完全性は保証されず，インストール後の拡
張機能に対して改ざんが行われた場合，Firefox
により検知することはできない．加えて，Firefox には拡張機能の挙動を監視するような機構
も存在せず，悪意を持つ挙動を制限することも
できない．悪意を持つ拡張機能を Mozilla に報
告し，ブロックリストへの追加が適切であるこ
とが確認されれば，その拡張機能はブロックリ
ストへ追加され，インストールできなくなる．
しかし，この後手に回った方法では，新たな悪
意を持つ拡張機能がブロックリストに追加され
る前にインストールされることを防ぐことはで
きない．
このように，悪意を持つ拡張機能の脅威は日々
増しており，その対策が求められる．本研究で
は，Firefox 拡張機能による攻撃手法やステル
ス化手法を攻撃者の立場から検討し，それらを
許容する要因となる Firefox のセキュリティ上
の問題を探る．そして，浮上した問題から，ど
のような対策を Firefox に施すべきなのかを指
摘する．
本稿は全 6 章で構成されている．2 章では拡
張機能による攻撃手法について，3 章では拡張
機能のステルス化手法についてそれぞれ説明す
る．4 章では，2 章と 3 章で説明した手法の一
部を用いて実際に実装した悪意を持つ拡張機能
について説明し，拡張機能による攻撃の脅威を
検証する．その上で，悪意を持つ拡張機能に対
する対策の必要性について指摘する．5 章では
関連研究について述べる．そして，6 章では本
稿をまとめ，今後の課題について述べる．
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図 1: ブロックされた拡張機能の年間登録数
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攻撃手法

本章では，Firefox 拡張機能を構成する技術
要素について説明し，Firefox 拡張機能を利用
した攻撃手法について説明する．
悪意を持つ拡張機能による攻撃は 2 種類に分
けることができる．一つは DOM へのアクセス
や，スクリプトの追加といった Web ページに影
響を与える攻撃である．もう一つは，XPCOM
を利用することにより Firefox 本体や OS に影
響を与える攻撃である．

2.1

Firefox 拡張機能を構成する技術要素

Firefox 拡張機能の構成を図 2 に示す．Firefox
拡張機能は主に 2 種類の言語から記述される．一
つは，XUL という Mozilla アプリケーション用
に作成された言語で，Firefox の UI 部分を担当
している．なお，姉妹言語である XBL によって，
XUL で作成された UI の動作を指定することが
できる．もう一つは，JavaScript で，Firefox 内
部の動作制御部分を担当している．それらに加
え，XPCOM という，Firefox においてプラッ
トフォーム非依存のコンポーネントを開発する
ためのフレームワークを，XPConnect を通じ，
JavaScript から呼び出すことによって，XUL や
JavaScript だけでは実現不可能な，Firefox 本体
や OS に対する高度な処理を行うことが可能と
なる．
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図 2: Firefox 拡張機能の構成 ([4] より引用)

2.2

DOM やスクリプトを利用した攻撃

拡張機能により Web ページ内の DOM にア
クセスする，もしくは Web ページ上で拡張機
能により追加されたスクリプトを実行すること
で，攻撃を行うことが可能である．
DOM にアクセスし，Web ページの HTML
を書き換えることにより，その内容を改ざんす
ることができる．これにより，ユーザの意図し
ない Web ページの内容を表示させることができ
る．同手法を用いることで，Web ページ上の広
告をブロックできる拡張機能のように，有用に
利用することも可能である．その一方で，Web
ページの内容を，フィッシングサイトに書き換え
て表示させるような攻撃に利用される可能性が
ある．HTML を書き換えられることにより，通
常のフィッシングサイトと異なり，ブラウザ上に
は正規の URL が表示される．そのため，URL
による判別が行うことができないという危険性
が存在する．また，location オブジェクトを利
用することによって，URL などの Web ページ
の情報を取得する，Web ページをリダイレクト
させるといったことが可能となる．
JavaScript には，onKeyDown のようなキー
ボード処理に関するイベントハンドラや，onClick のようなマウス処理に関するイベントハン
ドラが存在する．これらを用いることで，悪意を
持つ拡張機能はキーイベントや，マウスイベン

トといったユーザ操作に関する情報を取得する
ことができる．例えば，キーイベントから，ユー
ザ ID やパスワードなどの個人情報を取得される
危険性が存在する．さらに，XMLHttpRequest
を利用し，HTTP の POST リクエストを発行す
ることで，データの送信ができる．これにより，
ターゲット側で取得した情報を攻撃者のサーバ
に送信することが可能となる．

2.3

XPCOM を利用した攻撃

XPCOM を使用することにより，Chrome 権
限と呼ばれる特権を取得することができる．Chrome 権限の元では，XUL や JavaScript だけで
は実現できない Firefox 本体や OS に対する高
度な処理を行うことができる．しかし，Firefox
では，拡張機能が Chrome 権限を取得すること
に対し一切の制限がなく，取得の際，Web ブラ
ウザ上に警告が表示されることもない．そのた
め，XPCOM を悪用した攻撃を行うことが可能
となる．なお，XPCOM にはインタフェース名
の先頭に「nsI」や「mozI」といった文字列が付
加されている．
XPCOM を利用することで，Firefox 本体に
保存されている様々な情報を取得することがで
きる．例えば，nsINavHistoryService を利用す
ることで閲覧履歴，nsINavBookmarksService

－ 364 －

を利用することでブックマーク情報を取得する
ことができる．それだけではなく，nsICookieManager を利用することでクッキー，nsILoginManager を利用することでログイン情報といっ
た繊細な情報まで，ターゲットに関する様々な
情報を拡張機能によって取得することができる．
さらに，nsILocalFile を利用することで，ロー
カルファイルの入出力までも可能となり，ファ
イル内容を取得される，ディスクをフォーマッ
トされるといった危険性が存在する．また，nsIClipboard を利用することでクリップボードの
操作が可能となり，nsIProcess を利用すること
で，Firefox 以外のプロセスを実行することも
可能となる．このように，XPCOM は多岐に渡
る攻撃の可能性を発生させる．

ンストールを行うと，プロファイル内のフォル
ダに拡張機能の本体が保存され，拡張機能本体
のファイル名には拡張機能の ID が使用される．
検討した手法では，自己複製を行う際に，自
身のコードを変化させるポリモーフィック型マ
ルウェアのように，拡張機能がインストールさ
れると，自身の ID をランダムな別の値に書き
換える．具体的には，JSON ファイルに記述さ
れている拡張機能の ID と拡張機能本体が保存
されているパス名に含まれる ID，そして保存さ
れた拡張機能本体のファイル名の三つを書き換
える．この手法により，拡張機能の ID の同定
を用いて，悪意を持つ拡張機能の検知を行うセ
キュリティツールを回避することができる．
AMO は Extension Defender [5] という拡張
機能を配布している．Extension Defender は，
自身が保持している悪意を持つ拡張機能のデー
3 ステルス化手法
タベースと，Firefox 本体に読み込まれた拡張機
能のインストール情報を比較し，データベース
本章では，悪意を持つ拡張機能がインストー
に存在する拡張機能がインストールされていれ
ルされていることを，ターゲットに気付かれな
ば検知し，悪意を持つ拡張機能を削除すること
いようにするためのステルス化手法について述
ができる．悪意を持つ拡張機能の検知には，拡
べる．本研究では三つの手法を検討したため，
張機能の ID の同定が用いられる．なお，2014
それらについて順に説明する．
年 8 月 25 日現在，AMO で配布されている拡張
1 章で述べたように，Firefox は悪意を持つ拡
機能の中で，悪意を持つ拡張機能を検知する機
張機能を検知するセキュリティ機構を備えてい
能を備えているのは，Extension Defender のみ
ない．また，それを補うものとして，拡張機能
である．
の ID により悪意を持つ拡張機能を検知できる
ツールは存在するものの，拡張機能の挙動によ
り検知できるツールは未だ研究段階にあり，一
3.2 UI の書き換えによるステルス化
般に普及していない．
Firefox の起動時に，拡張機能スタイルシー
トを読み込ませることにより，Firefox の UI を
3.1 インストール情報の書き換えによる 変更することができる．それを悪用し，アドオ
ステルス化
ンマネージャの UI の一部を書き換えることに
より，悪意を持つ拡張機能をステルス化させる
Firefox にはインストールされた拡張機能の一
という手法である．この手法に対して，二つの
覧を管理する JSON 形式のファイルが存在し，
アプローチを検討した．
Firefox は起動時にその JSON ファイルを読み
一つは，図 3 のように，アドオンマネージャ
込むことにより，インストールされた各拡張機
には拡張機能の一覧が表示されるが，悪意を持
能の情報を取得している．JSON ファイル内に
つ拡張機能自身の表示部の高さだけを極端に小
は，拡張機能の名前や ID，作者名，インストー
さくすることにより，インストールされていな
ルされた拡張機能本体が保存されているパス名
いように見せかけるという手法である．もう一
など，拡張機能に関する様々なメタデータが記
つは，アドオンマネージャ左部でカテゴリを選
述されている．また，Firefox では拡張機能のイ
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脅威の検証と考察
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本章では，2 章と 3 章で説明した手法の一部
を用いて実際に悪意を持つ拡張機能を実装し，
拡張機能による攻撃の脅威を検証する．そして
その脅威を通し，悪意を持つ Firefox 拡張機能
に対する対策の必要性を指摘する．

4.1
図 3: Firefox のアドオンマネージャ

択することができるが，その内の拡張機能のタ
ブだけ非表示にしてしまうという手法である．
これらの手法は，拡張機能の知識に乏しい
ユーザの場合，悪意を持つ拡張機能がインス
トールされているかどうか，という情報に触れ
る機会を減少させることに対し，非常に有効な
手法であると考えられる．

3.3

インストール情報の書き換え及び，UI の書き
換えによるステルス化を行った上で，ターゲッ
トのブラウジング情報を盗む挙動を行う拡張機
能を実装した．
拡張機能が備える機能は以下の通りである．

• ターゲットがキー入力を行うと，onkeyDown により取得したキー入力情報を攻撃者
のサーバへ送信する．
• ターゲットが Web サイトへアクセスをする
と，location.href により取得した Web サイ
トの URL を攻撃者のサーバへ送信する．

正規拡張機能へのなりすましによる
ステルス化

アドオンマネージャに表示されるアイコンや
拡張機能の情報を，別の正規拡張機能と同様の
ものを利用することで，悪意を持つ拡張機能で
あることをターゲットに気付かれにくくする手
法である．既に Android アプリでは同様の手法
によるステルス化が行われており，多くの被害
が発生している [6]．
Firefox 拡張機能は xpi というフォーマットが
使用されているが，xpi ファイルの実態はソー
スファイルなど拡張機能の構成要素をそのまま
zip 形式でアーカイブしたものである．そのた
め，AMO で配布されている拡張機能を展開す
れば，拡張機能の構成要素をそのまま取得する
ことができる．ソースコードに悪意を持つコー
ドを書き加え，再びアーカイブすることにより，
元の外見や機能を維持した上で，悪意を持つ拡
張機能の作成ができる．

実装

• ターゲットがクリップボードにコピーをす
ると，nsIClipboard により取得したクリッ
プボードの文字列を攻撃者のサーバへ送信
する．
• インストールされると，拡張機能のインス
トール情報を書き換える．
• アドオンマネージャの UI を書き換え，ア
ドオンマネージャ一覧に表示されないよう
にする．
なお，取得した情報の送信には XMLHttpRequest を利用した．攻撃者側ではサーバサイド JavaScript である Node を利用し，HTTP サーバを
立てることで，ターゲット側から XMLHttpRequest により送信された情報を確認することが
できる．また，攻撃者のサーバでは JSONP を
利用することで，XMLHttpRequest で通信を行
う際の同一生成元ポリシーを回避している．
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表 1: 実験環境
ターゲット側
Mozilla Firefox 31.0

攻撃者側
Mozilla Firefox 31.0

OS

Microsoft Windows 7
SP1 (64bit)

Microsoft Windows 7
SP1 (64bit)

RAM
CPU
Runtime

8GB
Intel Core i7-2600
-

4GB
AMD E-350
Node.js v0.10.30

Browser

4.2

実験

実装した拡張機能をターゲットの Firefox に
インストールした後，実験用に作成した Web
サイトへアクセスし，フォームへの入力を行い，
Web サイト上のテキストをコピーした．その結
果，図 4 のように攻撃者側の Web ブラウザ上
に収集した情報が表示されることが確認できた．
また，アドオンマネージャを表示すると，図 5
左側のように，実装した拡張機能がアドオンマ
ネージャ上に表示されないことが確認できた．
なお，セーフモードで Firefox を起動し，同様
にアドオンマネージャを表示すると，図 5 右側
のように，実装した拡張機能がアドオンマネー
ジャ上に表示され，実際にはインストールされ
ていることが確認できた．
インストール情報の書き換えを確認するため，
Extension Defender を使用した．なお，本実験
においては，Extension Defender が保持してい
る悪意を持つ拡張機能のデータベースに，実装
した拡張機能を加えたものを使用した．実装し
た拡張機能をターゲットの Firefox にインストー
ルした後，Extension Defender によるスキャン
を行った．すると，図 6 左側のように，実装し
た拡張機能が検知されないことを確認できた．
また，JSON ファイルに記述されている拡張機
能のインストール情報と，実装した拡張機能本
体のファイル名を確認すると，本来の ID とは
異なる ID に書き換えられていることが確認で
きた．一方，実装した拡張機能と同様の ID を
設定し，ステルス化を行っていない拡張機能を
インストールし，Extension Defender によるス
キャンを行った．すると，図 6 右側のように，
その拡張機能の ID 及び名前がブラウザ上に表
示され，検知されることを確認できた．

図 4: 収集した情報の様子 (左:ターゲット側 右:
攻撃者側)

図 5: UI の書き換えによるステルス化の様子
(左:通常時 右:セーフモード)

図 6: Extension Defender のスキャン結果 (左:
ステルス化後 右:ステルス化前)
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悪意を持つ Firefox 拡張機能に対す
る考察

の拡張機能が提示した権限を超える権限を取得
しようとした場合は制限される．また，Internet
Explorer は，XPCOM と同等の機能である Ac実験を通して，Firefox 拡張機能が悪意を持
tiveX コントロールが使用される際，承認する
つ挙動を行うことが可能であることが確認でき
か否か警告が表示され，ユーザによって制限す
た．脅威の根本的な原因として，Firefox が抱え
ることができる．拡張機能による悪意を持つ挙
る二つの要因が考えられる．
動を防ぐためには，拡張機能がどのような権限
一つは，1 章で述べたように，ユーザの承認を
を必要としているのかをユーザに提示すること，
得れば，AMO 以外を経由して配布される拡張
そして提示された権限に対してユーザが取得を
機能を，AMO で配布される拡張機能と同様に
承認するか否かを選択できるようにすることな
インストールすることが可能ということである．
ど，拡張機能が取得する権限をユーザがコント
ユーザの承認を得ずに Firefox の外部からイン
ロールできることが重要であると考えられる．
ストールが行われた拡張機能に対しては，次回
Firefox 起動時に，その拡張機能が標準で無効
化されるという機能が備わっている．ところが， 5
関連研究
ユーザの承認さえ得ることができれば，AMO
本研究と類似した，Firefox 拡張機能による
以外を経由して配布される拡張機能であろうと，
攻撃手法や，Firefox 拡張機能のステルス化手
インストールすることが可能であり，標準で有
法に関する研究を以下に挙げる．
効化されてしまう．ユーザの承認については，イ
Louw ら [8] は，正規の拡張機能になりすまし，
ンストール時に表示される警告に対し，1 度ク
スパイウェアのような挙動を行う Firefox 拡張
リックするだけである．なお，Google Chrome
機能を実装している．さらに，インストールさ
では一部のバージョンにおいて，Chrome ウェブ
れた拡張機能本体の完全性や，XPCOM の使用
ストア以外を経由して配布される拡張機能に対
を監視し，拡張機能による悪意の挙動を防ぐ機
して，インストールの制限が行われている [7]．
構を実装している．XPCOM を利用した攻撃手
悪意を持つ拡張機能が Mozilla による審査を通
法のみ用いており，DOM やスクリプトによる
過してしまうという可能性があり，完全に防げ
攻撃は対象としていない点や，防御機構を提案
るわけではないが， AMO 以外を経由して配布
している点が本研究と異なる．
される拡張機能のインストールを制限すること
Wang ら [9] は，Firefox 拡張機能による DOM
は，悪意を持つ拡張機能による被害を軽減する，
やスクリプトを利用した攻撃手法と，XPCOM
非常に有効な手段であると考えられる．
を利用した攻撃手法の両方を検討している．そ
もう一つは，Firefox では拡張機能に対し，過
して，AMO で配布されている 2465 個の拡張機
剰な権限を付与することが可能であり，その権
能がどのような挙動を行うのか，実装したツー
限を制限なく使用できるということである．2 章
ルを用いて動的分析をしたところ，Web ペー
で述べたように，Firefox 拡張機能は XPCOM
を使用して Chrome 権限を制限なく取得できる． ジの改ざんに悪用できる挙動を行う拡張機能が
108 個あることを発見した．攻撃手法を検討し
それに加え，拡張機能のインストール時には，拡
ているが，悪意を持つ拡張機能の実装を行って
張機能の名前，作者名，アイコン，ダウンロー
いない点や，ステルス化に関して研究対象とし
ド元の URL のみが表示され，その拡張機能が
ていない点が本研究と異なる．
どのような権限を必要とするか一切表示されな
Beaucamps ら [10] は，Firefox 拡張機能の XPい．なお，Google Chrome では最小権限の原則
COM による攻撃手法や，Firefox 拡張機能のス
に基づいたシステム設計となっており，拡張機
テルス化手法を検討している．その上で，Inter能のインストール時に，その拡張機能が必要と
net Explorer の ActiveX コントロールと比較し
する権限の一覧を提示し，ユーザの承認を得て
つつ，Firefox 拡張機能の危険性について指摘
インストールが行われる．インストール後にそ
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している．攻撃手法やステルス化手法の検討を
行っているが，実装を行っていない点が本研究
と異なる．

6

まとめとこれからの課題

https://addons.mozilla.org/ja/
firefox/blocked/
[4] Wade Alcorn, Christian Frichot, Michele
Orru. The Browser Hacker’s Handbook,
pp.315, 2014.

[5] Extension Defender :: Add-ons for Firefox
本稿では，悪意を持つ Firefox 拡張機能によ
https://addons.mozilla.org/ja/
る攻撃手法と，その拡張機能をターゲットに気
firefox/addon/extension-defender/
付かれないようにするためのステルス化する手
[6] Peter Yan. A Look at Repackaged Apps
法を検討し，悪意を持つ Firefox 拡張機能に対
and their Eﬀect on the Mobile Threat
する対策の必要性を指摘した．
Landscape. TrendLabs Security Intelli今後の課題としては，本稿で指摘した対策の
gence blog, 2014.
必要性を補う機能を備えた，Firefox 拡張機能
http://blog.trendmicro.com/
によるセキュリティ機構の実装を行いたい．例
trendlabs-security-intelligence/aえば，AMO から配布された拡張機能など，特
look-into-repackaged-apps-and定条件を満たしている拡張機能だけが Firefox
its-role-in-the-mobile-threatへのインストールが可能になる機能や，インス
landscape/
トールされようとしている拡張機能の必要とす
る権限が可視化される機能を備えた拡張機能と
[7] 北村英志 Developer Relations Team. 悪意
いったものである．
ある Chrome 拡張機能からユーザーを守る
Firefox はカスタマイズの自由度の高さから，
ために Chrome ウェブストアでホスティン
現在までに多くのユーザを獲得してきた．しか
グしましょう. Google Developer Relations
し，その利点がかえってセキュリティ上の問題
Japan Blog, 2014.
となってしまっている．利点を潰すことなく，セ
http://googledevjp.blogspot.jp/
キュリティを向上させていくことが求められる．
2014/03/chrome-chrome.html
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