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每一个新产品新应用的背后 无不是数字技术的颠覆性变革

互联网的下一站：

2022年世界互联网大会乌镇峰会观察

■ 本报记者 岳付玉

思想的盛宴，酷炫科技的嘉年华。这
两天的浙江乌镇，穿越千年，未来感满满。
2022年世界互联网大会在此传递出一个又
一个重要信息。沉浸其中，走在“互联网之
光”博览会的壮阔展厅里，站在“互联网之
光”博览会展厅外的公交站牌下，记者忍不
住想，互联网的下一站，又是什么？

专家们给出的答案，几乎都是：数字化。
在本届大会的主论坛和绝大多数分

论坛上，记者听到最多的两个字就是“数

字”：数字经济、数字治理、数字安全、数字
合作……
“我认为数字经济时代最关键的资源就

是数据、算力和算法。”盘石集团董事局主席
田宁说。
“推动数字经济健康发展，一方面要坚

持促进发展和监管规范并重，另一方面要统
筹发展与安全。”中国政法大学副校长、教育
部数据法制实验室主任时建中教授建议。

当你还在缅怀曾经的诺基亚手机时，诺
基亚集团副总裁乔什·亚纶通过线上参会自
豪地宣布：“在过去的几年里，诺基亚已成为

全球众多资本密集型行业领域的数字化解
决方案的关键参与者。”诺基亚公司执行副
总裁马涛还断言：“未来将存在不止一个元
宇宙，而是有三个或多个元宇宙。它们分
别是：消费者元宇宙、企业元宇宙和工业元
宇宙。”
“全球仍有近30亿人没有接入互联网，

弥合数字鸿沟是全球的紧迫任务。”世界工
程组织联合会前主席龚克呼吁。

事实上，本届乌镇峰会的主题“共建网
络世界 共创数字未来”，已经为互联网的下
一站开题了。

在“互联网之光”博览会展厅里，来自40
余个国家和地区的400余家中外企业和机构
竞相推出最新科技成果：亿级神经元的神经
拟态类脑计算机、龙芯自主芯片、“眼动输入”
无障碍解决方案、外骨骼机器人……从天上
到地下，从宏大到细微，每一个新产品新应用
的背后，无不是数字技术的颠覆性变革，无不
是网络世界边界的不断延展。

看似遥不可及的未来，已经或正在一一
照进现实。

说到底，万物互联，一切皆数字。
本报乌镇专电

■ 本报记者 岳付玉

安全，是本届世界互联网大会乌镇峰会的热词之
一。不久前，因在识破西北工业大学遭美国网络攻击
中立功的360集团此次不仅参展，其掌门人周鸿祎还
在分论坛上演讲并接受了记者专访。

工业和信息化部最新统计数据显示，截至8月末，
我国三大运营商连接终端中代表“物”连接的蜂窝物
联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话
用户数，“物超人”的时代来临了。
“这个趋势在意料之中。物联网设备不仅数目

众多，每个物联网设备都是无人值守的设备。所以，
物联网的数目，未来无论按企业看还是按城市看，可
能都是人类所有终端，包括手机、Pad、电脑加起来的至
少一百倍以上。产生的流量可能控制在一千倍以上，
所以，这个时代一定会来到。”周鸿祎说。

物联网时代带来了安全的挑战非常大。周鸿祎
说，第一，每个物联网设备都是基于软件定义，所以
物联网设备里也有很多漏洞，有漏洞就被人利用。
第二，物联网设备万物互联，可以把虚拟世界和物理
世界连在一起，这确实很方便，但反过来使得所有在
虚拟世界里的进攻攻击都会变成物理世界里的伤
害。第三，物联网设备数目众多，而且很多物联网设
备都是通过5G链接，它没有边界，过去想通过边界
防护的方法也不可能了。物联网数目至少是几十
倍、一百倍于现在人类操纵终端的数目，这会带来防
守的难题，“你不知道别人在哪台设备上会作为攻击
的跳板。”

周鸿祎说，时代升级了，带来新的挑战，因为总不
能给每一台物联网设备都配防火墙、都装杀毒软件。
所以，这就需要用新的顶层设计、新的方法来解决。

周鸿祎说360集团已经有了自己的思考和答案，
其实在物联网时代，只要通过足够多的数据探针，把
在物联网设备上产生的安全流量、产生的安全事件都
汇总到一个中央大数据平台，从全网的维度进行集中
研判，包括借助过去攻击知识库和样本库的积累，在
某个物联网设备被攻破之后想做进一步活动时，我们
就能快速看到、快速应对。

周鸿祎表示大力发展信创产业、提升安全能力非
常必要。今年9月，全国首个信创安全服务平台——
天津信创安全中心在天津滨海高新区海洋科技园正
式启动。这其中，主要有360数字安全能力的加持。
截至目前，中心已累计运营服务次数超过4000次。

本报乌镇专电

物联网终端用户数超出移动电话用户数

“物超人”时代

安全挑战升级
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6G的网络速率将从5G的

1-10Gbps提升至Tbps量级，以

满足智慧交互、沉浸式XR、全息

通信、数字孪生等新兴业务的超

高速率传输需求。

能够一边骑行一边导航的电

助力自行车、用眼睛打字的眼动

输入仪、集手机和头盔功能为一

体的智能头盔……人机交互在生

活中的应用让观众眼前一亮。

“无人工厂”24小时不间断生

产、“机器人同事”包揽重活累活、

“透明化生产线”监测全流程作业

数据……统计数据显示，工业互

联网平台体系已延伸至45个国民

经济大类，产业规模突破万亿元。

奇安信集团总裁吴云坤认为，

在新一轮科技革命和产业变革的

浪潮下，网络安全已经成为“底板

工程”，哪里有数字化、信息化，哪

里就需要网络安全。 据新华社电

“互联网之光”博览会是世界互联网大会乌镇峰会的重要组成部分，以新技术新产品、理论

成果和特色场景为主要展览内容。其中，“眼动输入”无障碍解决方案、外骨骼机器人等一批科

技设备的展出，让观众感受到互联网科技成果使工作、生活越来越便捷。 新华社发

数字赋能千行百业

观众在博览会上参观机器狗表演。

工作人员演示无人驾驶系统的运行。

乌镇峰会热点聚焦

妙绘画像机器人在演示自动作画。


