
 

「自然エネルギー大学リーグ」設立趣意書 

 

大学は高等教育機関として教育・研究と共に社会貢献が求められます。持続可能な社会づくりは人

類共通の目標であり、これに貢献することは大学共通の使命といえます。その一つとして、人類生存

を脅かす気候変動問題を解決するために脱炭素社会を目指すことがあります。地域に存在する自然エ

ネルギーを活用することで地域分散型のエネルギー供給体系に社会を変えてゆくことができます。 

化石燃料や原子力ではなく、自然エネルギーの積極的な利用は世界の動きです。世界の電力供給に

占める自然エネルギーの割合は 2019 年には 26.4％にまで増えました。日本も 2019 年には 18.5％に

なりましたが、欧州諸国には遅れをとっています。日本は自然エネルギー資源に恵まれているので、

脱炭素化に向けて、本来は再エネ 100％のモデルを示すことが可能です。 

 

国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成には、社会の各主体が積極的に活動する必要があり、大

学もその一員として活動することが求められます。エネルギー問題は地球温暖化防止とともに、生活

の基盤、生産の基盤として重要であり、SDGs の多様な目標に関連します。この問題に大学として取

り組むことには大きく 2 つの意義があります。 

まず、大学自らが行動することで、大学以外の企業や自治体、公的組織、NGO など、他の主体に影

響を及ぼせることです。社会を構成する各主体が、持続可能な脱炭素社会に向けて再エネ 100％を目

指し活動してゆくことで、社会が変わってゆきます。それを大学が牽引することができます。 

そして、高等教育機関の使命として、再エネ 100％社会に変えて行く人材の育成が求められます。

そのためには机上の学問だけでなく、実学として、実際に個々の大学が自然エネルギー100％を実現

し、模範を示すことが必要です。これが生きた教育になります。 

 

具体的には第一段階として、電力に関して自然エネルギー100％の RE100 大学を目標とします。こ

こで、RE とは Renewable Electricity です。まず、宣言をして無理のない形で一歩一歩進めます。

そこで、大学間の連携と協力が大きな助けとなります。その先は、熱や移動手段も含め、大学の使う

全エネルギーを自然エネルギーに転換することを目指します。 

次の参加条件に該当する大学で、共に実行するべくリーグを結成したいと考えています。また、こ

の提案を海外の大学にも送り、国際的なネットワークも構築したく思います。 

 

1. 大学（あるいはキャンパス）の使用電力量を目標に、2030 年から 2040 年を目途とする自ら定め

る年限までに、自然エネルギー電力を生産もしくは調達することを大学として決定し、公表する。 

2. 大学としてその具体的な計画を策定し、実行する。 

 

この志を共有する大学、それを目指す教職員・学生、支援する専門家が集い、互いに研鑽する「自

然エネルギー大学リーグ」を創ろうではありませんか。多くの方々の参加を期待します。 

 

2021 年 6 月７日 

自然エネルギー大学リーグ設立準備会 世話人会 

原科幸彦*（千葉商科大学学長）、岩切正一郎（国際基督教大学学長）、 

岸田宏司（和洋女子大学学長）、髙祖敏明（聖心女子大学学長）、 

林佳世子（東京外国語大学学長）、金田一真澄（長野県立大学学長）、 

曄道佳明（上智大学学長）、越智光夫（広島大学学長）            （* 代表世話人） 
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Prospectus for Establishing 

the Renewable Energy University League of Japan 

 

As higher education institutions, universities are required to contribute to society as well as to education and research. Creating a 

sustainable society is a common goal for all humankind, and contributing to this goal is a mission shared by all universities . Part 

of our mission is to create zero carbon society in order to solve the climate change problem, which threatens our survival. By 

utilizing the renewable energy that exists in our respective region, we can transform our society to a decentralized, regiona l energy 

supply-based society. 

The proactive use of renewable energy, away from fossil fuels and nuclear power, has become a global movement. The 

share of renewable energy in the world's electricity supply reached 26.4% in 2019. Though Japan attained 18.5% in that year, it 

still lags behind many European countries. Since our land is rich in renewable energy resources, we have the potential to put forward 

a model for a 100% renewable energy society towards decarbonization.  

To achieve the United Nations Sustainable Development Goals, the SDGs, each actor in society needs to take an active 

role, including universities. Along with the prevention of global warming, energy issues are essential to our lives and economy, and  

are related to the various goals of the SDGs. Addressing this issue as a university has two significant meanings as follows.  

First, on its own, the university can influence other entities, such as businesses, local governments, public organizations, 

and NGOs. The society would begin to change when each social entity starts working for 100% renewable energy towards creating  

sustainable decarbonized society. Universities can lead this change. 

Second, as higher education institutions, we have a mission to educate students who can transform society into one 

powered by 100% renewable energy. In order to do so, it is necessary for us to set  an example, not only in academic studies, but 

also in practical learning, by each university actually realizing 100% renewable energy. This is really living education.  

Specifically, as a first step, we set our goal to become an RE100 University with 100% renewable energy in terms of 

electricity. RE here stands for Renewable Electricity. We will start by declaring to be an RE100 University and move forward step 

by step, each at its own pace. Cooperation among universities can be of great help in the process . Eventually, we aim to convert all 

of our energy supplies, including heating and transportation, to renewable energy.  

We would like to establish a league of universities that meet the following criteria to carry this out together. We would 

also like to send this proposal to universities abroad to build an international network.  

1. The university decides and announces its decision to produce or procure renewable electricity by a self -determined time frame 

before 2030 or 2040 at the latest, based on a target for the amount of electricity used by the university (or on campus).  

2. The university will make a concrete plan to meet its target and implement it.  

Let us form a league of university with renewable energy where universities, faculty members and staff, and students 

who share this vision, as well as the experts who support them, get together to study with each other and take action. We loo k 

forward to your participation.  

 

June 7, 2021 

Preparatory party for the “Renewable Energy University League of Japan” (*The representative of the party) 

Sachihiko Harashina* (President, Chiba University of Commerce), Shoichiro Iwakiri (President, International Christian 

University), Koji Kishida (President, Wayo Women's University), Toshiaki Kohso (President, University of the Sacred Heart), 

Kayoko Hayashi (President, Tokyo University of Foreign Studies), Masumi Kindaichi (President, The University of Nagano) , 

Yoshiaki Terumichi (President, Sophia University) and Mitsuo Ochi (President, Hiroshima University) 


