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Blanca Van Hasselt 
Going through the books on the shelves of my favourite bookshop 

my eye fell on “A rough ride to the future” by James Lovelock. What? 
Lovelock?! Is this the renowned Lovelock who, in the late 60s-early 
70s, came up with the Gaia hypothesis? Is this likely? Wouldn’t he be 
quite old by now for still being writing and publishing? Then reading 
the back cover: “James Lovelock, the visionary who gave the world 
Gaia theory, has lost none of his power to provoke…his ideas are 
fascinating”. So, indeed this book published in 2014, is by Lovelock, 
then well in his nineties (he was born in 1919). This book is part a 
memoir of his long life in science and part on his visions on whether 
humankind can survive climate change and population growth. 

For those who don’t know him yet, James Lovelock is a scientist-
inventor. And he insists on the “inventor”. He was never part of any 
research institute or university. He worked independently with his own 
laboratory in his home. Initially he was involved in the development of 
medical instruments. His early career was during World War II when 
he worked for the UK Defence on specific soldier-proof equipment: it 
had to be robust enough for use on the battlefield and capable of use 
after only a few minutes of training. No glassware or primitive 
electronics of the 1940s would do. Lovelock defines “invention” as a 
response to an urgent real-life need: invention is driven by necessity. 

The topic of invention comes back frequently. Lovelock states that 
while humankind has been an inventor all along, the rate of new 
inventions has significantly accelerated since the 18th century when a 
chain reaction followed Thomas Newcomen’s steam engine of 1712. 
What others would call the Industrial Revolution, Lovelock sees it as 
the start of a new era: the Anthropocene. According to Lovelock, the 
emergence of this crucial period, with massive greenhouse gas 
emissions leading to climate change and ecological changes, may 
change the Earth and its future as much as did the origin of life more 
than 3 billion years ago. 

In 1957, Lovelock had invented the ECD (Electron Capture 
Detector). This had a profound effect on the views on industrial 
poisons that have either innocently or carelessly contaminated the 
natural environment. The ECD was intimately involved in the 
consequences of Rachel Carson’s revelations in her famous book 
“Silent Spring” (1962). It turned out that the high sensitivity of the 
ECD allowed for detection of DDT and other poisonous substances 
farmers then used. It allowed to confirm Carson’s claim that pesticides 
were everywhere in the world. In the process, Lovelock became 
especially interested in the gas composition of the atmosphere. He 
realised that the composition of the atmosphere whether on Earth, on 
Mars or somewhere else, would allow understanding if there was life 
on a planet. Life can only exist if there are nutriments. But the 
nutriments are consumed, so for sustaining life, a constant flux of 
nutriments is necessary. The notion of a “constant flux” means that the 
system is not stable. So if the gas composition of an atmosphere is 
stable, it is very unlikely that there is life. Similarly, if the gas 
composition of an atmosphere is unstable, this is a strong indication for 
life. Lovelock has designed equipment that was included in NASA 
spacecraft that were sent to space to investigate the atmosphere of 
Mars. 

Lovelock was aware of French Grenoble-based research on gas 
analyses carried out on ice cores from the South Pole obtained by deep 
drilling and covering a large geological timespan. These results 
allowed for knowing the evolution of the composition of the 
atmosphere in the past. Such understanding also allows for evaluating 

the average Earth temperature of the 
respective geological periods in 
history. Combining the results on the 
evolution of the temperature of the 
Earth over geological time, with the 
temperature which may be expected 
based on the evolution of the Earth 
itself (volcanic activity), evolution of 
the sun (and progressive heating) 
including the consequences of the 
distance between the Sun and Earth, 
it appears that the expected temperature of the Earth would be 
progressively increasing and probably be much warmer than the Earth 
appears to be at present. Furthermore, despite temperature fluctuations 
in the geological past, these fluctuations have remained within a rather 
small range; a range compatible with life as we know it. The Gaia 
hypothesis of Lovelock is that Earth as a living system, is able to 
control her temperature within a certain range. The “thermostat” is 
based on a readjustment of life to certain conditions that will allow 
avoiding running out of control: avoidance of overheating and 
undercooling beyond the temperature compatible for life. If the Earth 
is too cold (resulting from, for example, volcanic ashes limiting sun 
warmth after periods of extensive eruptions), the living cells will react 
by releasing more greenhouse gases, and hence allowing for the 
warming up of the atmosphere. On the other hand, in order to cool 
down, organic matter can be buried by the sediments in periods of 
intensive erosion. The Gaia hypothesis is about self-regulation by the 
living Earth (the planet Earth and its living inhabitants, whether cellular 
or complex life forms). Lovelock simulated such evolution with 
computer models of “Daisyworld”. But if Lovelock is the spiritual 
father of Gaia, then Lynn Margulis is the spiritual mother. She was an 
eminent biologist who suggested that an important if not crucial step in 
evolution took place when eukaryotic life appeared. It occurred when 
one form of unicellular prokaryotic life was ingested by another. 
Usually when this happens, the form of life ingested is eaten, but on 
rare occasions the two forms enter a symbiotic union of mutual benefit 
and form a single eukaryotic cell that can reproduce as a new species. 
This happened some 2 billion year ago. (Another example of 
symbiosis are muscle cells). 

Now this is all about the past, how does Lovelock see the future? It 
is unlikely that we will stop using hydrocarbon energy and limit 
greenhouse gas emission soon. Even if greenhouse gas emission is 
stopped, climate change will not stabilise immediately. It takes time to 
take decisions on world scale, and once we decide it may be too late. 
Despite the good intentions of the Kyoto Convention, Copenhagen 
and Rio, not much has changed effectively so far. It is therefore 
unlikely that we will be able to stop climate change soon. 

According to Lovelock, Gaia will be able to settle on a new albeit 
slightly warmer equilibrium. However this slightly warmer 
equilibrium may not be suitable for human life as it is today. When 
reading science fiction, migration to other planets is often brought up. 
This would be in fully isolated living units with total control of the 
atmosphere in terms of air, water, food production, etc. Life on other 
planets is not an option for Lovelock. However, he thinks that in order 
for humans to survive, our future living places may have to be 
confined to fully climate controlled cities. Life outside of the cities 
might be impossible beyond a certain stage of climate change. We 
might be living the type of life similar to insect colonies, like ants or 
termites, within a well-defined habitat tailored to our needs. … And 
surprisingly, the “needs” bring us back to “inventions” and 
“inventors”. The Anthropocene, the era of inventions, is only just 
beginning.
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未来への挑戦 
ジェイムス・ラブロック 

ブランカ・ヴァン・ハッセルト 

お気に入りの本屋で、ジェイムス・ラブロック著“未来へ
の挑戦”が目に留まった。何？ラブロック？60年代後半から70
年代前半にかけてガイア仮説を提唱したあの有名なラブロッ
ク？本当に？今かなりの歳だろうに、まだ現役で活動してい
るの？表紙の帯に“ガイア理論を提唱したジェイムス・ラブ
ロックは未だその刺激的な想像力を失っていない．．”出版
は？2014年になっている。1919年生まれの彼は悠に90才を超
えている。この本は彼の回顧録であり、また人類が気候変動
と人口増加にどう耐え得るかについて論じている。 
彼をまだ知らない人のために：ジェイムス・ラブロックは

科学発明家である。彼自身発明家と自称し、学者として研究
所や大学には一度も所属したことが無い。彼の最初の発明は、
第二次世界大戦中、イギリス軍兵士の特殊安全装備であっ
た： 1940年代当時は電子工学的技術が未発達でガラス製の材
料などが乏しく、さぞ開発にも装着にも苦労したことだろう。
ラブロックは“発明”とは緊急の事態に対応することであり、
発明は必要から生まれると定義する。 
発明についての話題が繰り返される。人間は歴史上発明し

続けてきたのだが、１７１２年トーマス・ニューコメンの蒸
気機関ポンプの発明以来、連鎖反応的、加速度的に多くの発
明がなされてきた。産業革命以降をラブロックは“人類の時
代：人新世（ひとしんせい：アントロポセン）”の幕開けと見
る。彼は、人間の活動により排出される温室効果ガスが引き
起こしている気候変動と生態系の変化は、30億年以上前の生
命の発現時のように、地球環境とその未来を変えてしまうか
もしれないと言う。 

1957年ラブロックは電子捕獲型検出器（ECD）を発明し
た。この発明により作為・不作為的に環境汚染の原因になっ
ている工業的有害物質を検知することができるようになった。
当時農業で盛んに使われていたDDTはその一例である。ECD
はかの有名な“静かな春”（ 1962年出版、レイチェル・カーソ
ン著）の理論的裏付けとなり、世界中が殺虫剤で汚染されて
いるというカーソンの主張を証明した。またＥＣＤの発明の
過程で、ラブロックは大気を構成する気体成分に興味を持っ
た。地球、火星、どこの惑星であろうと、大気の構成成分は
生命体が存在するかどうかの指針になることに気付いたのだ。
生命は栄養素が有る処のみに存在する。そして栄養は消費さ
れるものであり、生命が維持されるためには、常に栄養の流
入が必要となる。“絶え間ない流入”は、大気の成分構成が不
安定であることを意味する。もし大気の気体構成が安定して
いたら、そこには生命が無いということであり、逆に不安定
であれば、生命の存在を強く示唆していることになる。ラブ
ロックは、NASAで火星探査機による火星での生物の有無を
証明するための火星大気分析装置の開発を担当していた時、
この構想を得たという。 
ラブロックはフランス・グルノーブルで行われた、南極の

地中深くから掘削した様々な地質年代の凍土に含まれる気体
の分析結果に基づいて、各地質年代の平均地球気温を知り、
地球環境の変遷を理解した。そして過去の地球気温の変遷を
ベースに、地球の火山活動、太陽と地球間の距離の変化、太
陽の進化（累進的過熱）などを考え合わせて、地球の気温は
今後段階的に高くなる：おそらく現在の気温よりももっと高
くなるだろうと予想している。しかしながら、歴史的に気温
の変遷はあったものの、それは生命の存在が可能な範囲内で
あって、気温変動の幅はかなり狭いものであった；ラブロッ
クのガイア理論とは、地球を一つの生命体と見なし、気温を

コントロールする
“サーモスタット”機
能を持っているとい
う仮説である：つま
り、生命維持に困難
な過熱と過冷を防ぐ
システムがあるとい
うのだ。もし地球が
冷えすぎたら（例え
ば火山の大爆発によっ
て広範囲に噴き上げ
られた火山灰が太陽
熱をさえぎったら）
生命細胞は温室効果
ガスを放出し、それ
により大気が温まる。
逆に地球が温かくな
り過ぎたら、有機体
は土地の浸食などに
伴って埋められ、そ
の結果二酸化炭素を
放出しなくなるので気

温が下がる。即ち、ガイア仮説は、地球上の多数の生命がそ
の住環境を好ましく保持できるように共進化してきた結果、
地球そのものが一つの生命体とも呼べるものになっていると
いう説である。ラブロックは、ガイア仮説を証明するために、
ヒナギクだけで構成されているコンピューターのシミュレー
ション・モデル“デージー・ワールド”を開発した。使用エネ
ルギーやその他の条件の設定次第で、ヒナギクの種が増減し、
増えれば増えるほど、ガイアの安定性が増すという仕組みで
ある。こうしてラブロックがガイアの父だとすれば、リン・
マーギュリスはガイアの母である。有名な生物学者であるマー
ギュリスは、進化論に真っ向から反対する立場をとり、競争
ではなく共生こそ進化の原動力であると主張する。つまり、
弱肉強食による適者生存で強い種が生き残るのが進化の本質
ではなく、二つの生命体が共生状態となって優勢な一つの細
胞となり、新しい種として繁殖することこそがより重要な進
化のプロセスなのだと主張する。そしてこうした進化は20億
年前に起こったのだと言う。 
さて、以上はすべて過去についてである。ラブロックは未

来をどう見ているのだろうか？我々人類はすぐには炭化水素
エネルギーを使うことを止めて、温室効果ガスの排出を制限
することはしないだろう。たとえ排出が止められても、既に
始まった気候変動はすぐには収まらないだろう。全面的な温
室ガス排出規制に関して世界的な合意に到達するにはまだ時
間がかかるし、合意できた時には既に機を逸し過ぎているだ
ろう。京都、コペンハーゲン、リオの環境会議で良い決議が
なされたが、今のところその効果は認められない。 
ラブロックは、ガイアは自律的に新しい均衡を模索して、

今よりわずかに高い気温に落ちつくだろうと予想する。しか
しわずかに高い気温と言っても、それは人体に適合しないか
もしれない。ラブロックは、科学空想小説によくある他の惑
星への移住の可能性を否定する。そして、気候変動がある限
度を超えてしまったら、人間の居住空間は、完全に環境がコ
ントロールされた地球上の局部的な場所に限定されるように
なるだろうと予言する。そんな蟻のコロニーのような場所以
外では、人間は生き続けられないと言う。そこで、人間は必
要に駆られて再び“発明者”になるのだ。“人類の時代：人新世
（ひとしんせい）：アントロポセン”＝“発明の時代”は今まさ
に始まったばかりである。 

訳：神村伸子（Nobuko Kamimura）
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