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Academic enterprise model
• One of institutional logics in higher education, which has been 

adopted by Arizona State University
– The academic enterprise is inherently entrepreneurial in terms of the 

management of the university and its reliance on faculty and student 
entrepreneurship as a tool for broad-scale social and economic 
transformation (Crow et al, 2019).
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The literature has taken various approaches to including university 
context in these analyses. Some studies have taken a case study 
approach and examined faculty only within departments at one 
or two universities (Bercovitz and Feldman 2008), whereas others 
have examined universities identified as a similar type by existing 
university taxonomies (Link, Siegel, and Bozeman 2007; Siegel, 
Waldman, and Link 2003). These often include classification by 
the Carnegie Classification of Institutions in Higher Education. 
Taxonomy variables are useful to the extent that they capture 
organizational diversity that is theoretically relevant to the 
phenomenon at hand. It is not clear that current taxonomies 
do this; consider the organizational differences among Harvard 
University, Arizona State University–Tempe, Rice University, and 
the University of Hawaii–Manoa. All four of these universities share 
the same Carnegie Classification.

Relative to academic entrepreneurship, previous work by 
organizational theorists and governance scholars may provide 
more meaningful conceptualizations of universities. To affect 
social progress, universities have evolved according to specific 
“operational logics,” or systems of deliberate principles, reasoning 
regimes, and institutional arrangements through which desired 
results are manufactured and interpreted. Scholars have identified at 
least three operational logics in American higher education. These 
are the academy logic (sometimes termed “academic oligarchy”), 
the bureaucratic logic, and the market logic (Clark 1986; Leslie 
and Johnson 1974). Table!1, adapted from Crow, Anderson, and 
Whitman (2018), describes key features of each logic.

Although these operational logics are expressed as idealized 
types that are rarely observed in their pure forms, they are still 
important for the theory and practice of academic entrepreneurship. 
Operational logics are responsible for determining the context in 
which organizational strategies and individual behaviors originate. 
Relative to academic entrepreneurship, context “regulates what 
individuals and teams get to see, what choices they are likely to 
make, and what the outcomes of those choices are likely to be” 
(Autio et al. 2014, 1099). Characterized more specifically, context 
can create variance in individual entrepreneurial “entry behavior” 
through the mechanisms of opportunity costs and social legitimacy. 
Once individuals become entrepreneurial, context determines “post- 

entry” conditions such as the presence of supporting resources. 
Local culture and norms can increase an entrepreneur’s perception 
of feasibility and increase his or her pursuit of radical rather than 
incremental innovations.

The importance of context in academic entrepreneurship 
invites careful reflection on the operational logics that drive 
academic entrepreneurship. The remainder of this article will 
draw out the differences among these operational logics with 
respect to their animating purpose and path to achieving public 
value, organizational autonomy and assumptions of faculty and 
administrators, and implications of these forms for the practice 
of academic entrepreneurship. To understand the implications of 
this new logic, we must first characterize the array of more familiar 
logics from which the academic enterprise has emerged and describe 
how they relate to academic entrepreneurship.

Animating Purpose and Path to Achieving Public Value
The academy logic, which has also been referred to in the literature 
as the academic oligarchy or collegium model, is built around the 
Humboldtian university ideal articulated by the eighteenth-century 
German naturalist and philosopher Wilhelm von Humboldt. This 
ideal centers on the normative aspects of the relationships between 
professors and administrators, between professors and students, and 
between teaching and research. These norms stress that learning is 
a process, rather than an outcome, supported through professor-
student interactions inside and outside the classroom (Cole 2010; 
Krull 2005) and that that the act of teaching should mimic the 
research process that generated the knowledge being taught to 
students. The configurations of these relationships create a rich, 
immersive, and personalized educational environment that supports 
the personal development of the individual learner.

The bureaucratic logic treats the university as a public bureau—a 
modern, rationally designed instrument to achieve specific goals 
(Selznick 1948). Universities operating in the bureaucratic logic 
build public value through the sociological implications of their 
organizational structure: job specialization, hierarchical structure, 
codified rules and regulations, and career orientation (Weber 1978). 
These features create an environment in which organizational 
decision making is top-down, management seeks stability and 

Table 1 Dominant and Emerging Institutional Logics in Higher Education

Academy Academic Bureaucracy Market Academic Enterprise

Animating purpose Enlightenment of individual 
students

Organizational preservation Profit maximization for owners 
and shareholders

Social transformation

Path to achieving public value Immersive instruction Achievement of state-specified 
goals

Efficiency and cost reduction Connecting instruction to 
knowledge generation at 
society-impacting scale

Assumptions of faculty Self-governing professionals Bureaucrats responding to rules Commodity labor; faculty not 
entrepreneurial

Knowledge entrepreneurs

Assumptions of management Management drawn from 
and blended with faculty

Traditional public managers 
distinct from faculty

Professional management 
distinct from faculty and acting 
entrepreneurially

Management drawn from and 
blended with faculty but acting 
entrepreneurially

Accountability mechanisms Faculty and management 
professionalism

Audits, public reporting, 
standardized testing

Student choice, standardized 
testing

Demonstrated economic and 
social progress

Primary funding mechanisms Enrollment funding
from state, endowments

Enrollment funding from state Vouchers, performance-based 
funding from state

Diverse; institutional 
entrepreneurship

Organizational scale of impact Individual or groups of 
individuals

Community or state Indeterminate, any scale from 
which profit can be derived

Social scale with possible national 
and global reach



実施体制（１）
• 名称：Town and Gown Office (TGO)準備室
• 設置場所：広島大学学術社会連携室（VBL内）
• 設置時期：2020年4月1日
• メンバー
金子慎治（室長、兼任）／（東広島市参与（学術指導担当）
渡辺達生（主幹（東広島市職員）、専任）
高瀬正道（シニアリサーチャー（住友商事）、専任）（2020.11〜）
福山雅夫（シニアリサーチャー （住友商事）、専任） （2020.11〜）
キム・ミンセオ（研究員、専任）
徳永真由美（教育研究推進員、専任）
小左古学（URA部門長、兼任）／（東広島市参与（学術連携担当）
徳光祐二郎（URA、兼任）
大村エリ（企画グループ員、兼任）

• 事業予算：2,000万円程度 4



実施体制（２）
• 東広島版TGO(Town and Gown Office)運営協議会
• 開催頻度：月例（１回2時間程度）
• 議長：TGO準備室室長
• 副議長：東広島市副市長
• 参加者：

– 広島大学：理事・副学長（グローバル化戦略）、副学長（産学連携）、副学長
（学術院）、副学長（グローバル化推進）

– 東広島市：副市長（広島大学客員教授）、政策企画部長、政策推進監（広島
大学客員教授）

• 議題：
– ＣＯＭＭＯＮプロジェクト（研究、教育）
– EBPM/DX
– 共生モデルタウン（スマートシティ、スーパーシティ、インターカルチュラルシ
ティ）

– アントレプレナー・エコシステム（産業振興）
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東広島版TGO(Town and Gown Office)（暫定）

TGO組織 連携 人事交流 分野 予算 政策合意

レベル
１

なし 教員個人 なし
特定分野（教
育・土木・医
療）

なし なし

レベル
２

なし 特定部署
人事交流

（一方向、下
位）

特定分野（教
育・土木・医
療）

教育・研究 なし

レベル
３

なし 各部署連携
人事交流

（一方向、上
位）

全分野行政 教育・研究 共有

レベル
４

あり 横断連携
人事交流

（双方向、下
位）

全分野行政・
街づくり

大学経営・
都市経営

共有

レベル
５

あり 横断連携
人事交流

（双方向、上
位）

全分野行政・
街づくり

大学経営・
都市経営

相互承認
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実施を前提とした共同戦略研究

1. Sustainable entrepreneurに選ばれる都市づくり
1. 次世代賀茂学園都市構想

2. 開かれたキャンパス：施設の新しいマネジメント方法、スマートクラスルー
ム、周辺地域との一体型モビリティーサービス

3. グリーンフィールドの確保（アリゾナスマートタウン（仮称）（70ha））と混住モ
デルのデザイン

4. 国際通用性のある古くならない住宅街
5. アントレプレナーエコシステムの形成（教育、Hax Tokyo、IIMA/IIMB、etc）
6. インターナショナルスクール／先端健康診断／観光施設の設置・誘致
7. 都市のブランディングと国際展開（北ハノイのスマートシティとの連携）

2. L5G/５Gネットワーク網の早期整備戦略
1. ５Gアンテナ搭載スマートポールの開発と商用キャリアの共同利用提案
2. ローカル５Gアンテナのキャンパス内（屋外、屋内）実証実験
3. ローカル５Gアンテナのキャンパス間、キャンパスー市役所間実証実験
4. 教員・業務部門を巻き込んだ基礎教育と大規模な活用提案の収集事業
5. 学生を巻き込んだ活用提案に関する集中基礎教育とブレーンストーミング
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実施を前提とした共同戦略研究

3. デジタルトランスフォーメーションの促進とCitizen Relationship Management 
(CRM)の早期導入戦略

1. ブロックチェーン技術を用いた厳格な個人情報管理を備えた就職に直結した学習
支援サービスの導入

2. 学習支援サービスにスマートキャンパス化と連動したMaaS機能を統合し、他言語
化対応した学内スーパーアプリの導入

3. 学内スーパーアプリ、行政サービス、サンドボックス医療系アプリを統合した地域
スーパーアプリへの拡張

4. 教員・業務部門を巻き込んだ基礎教育と大規模な活用提案の収集事業
5. 学生を巻き込んだ活用提案に関する集中基礎教育とブレーンストーミング

4. 低炭素化の早期実現戦略
1. ゼロエミッションキャンパスの実現

1. ESCO事業による省エネ化
2. 地中熱利用の促進
3. 大規模な太陽光発電設備の導入（ルーフトップ、カーポート）
4. バイオマス発電（農業・畜産残渣、給食残渣）
5. 電気バイク、電気スクーター、電動アシスト自転車、電気自動車の導入（ゼミエミッション・コ

ミューティング）

2. iChoosrなどと連携した需要対策
3. コミュニティーバイオマス発電と林業振興・コイノベーションモデル（パームの古木・

POME）の検討 8



市街地（西条駅）

学生街

広島大学

キャンパス及び周辺の徹底的な活用
世界一わくわくするキャンパスへ！

Campus for Innovation, City for Innovation and Society for Peace and Sustainability 9



背景の全体像

国際化

地方創生

教育

研究

リーディング
たおかや

(2014)

FEネット
(2015)

IDEC機構
機能強化

(2021)

ASU/T-Bird
(+SOS)
(2021)

NERPS/SDGs
(2018)

TGO準備室
(2020)

TGO
(2021)

日米研究大学
マッチング

(2018)

Design-i
(2019)

IDEC
(1994)

大学改革 SPLENDOR
PLAN
(2017)

学術院
(2016)

大学院再編
(2019/20)

機能強化
(2020-21)

SGU
(2014)

経営改革促進
(2020/2021)

RU
(2013)

JD（Graz, Leipzig)
共通科目化

(2020)

第３期中期計画(2016-2021)

世界展開力
ILDP

(2017)
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広島大学のアプローチ：
SDGs達成に向けた新しい平和科学

＝「持続可能な発展を導く科学」の確立と展開

経済システムのあり方

人間・社会課題

地球環境

• 環境保全費用の内部化
• 人為災害・自然災害からの復興
• 構造的な暴力・自然破壊・環境汚染と企業活動
• 気候変動被害・環境破壊による移住、紛争
• 自然資源をめぐる紛争
• 中山間地域における高齢化・過疎化と里山の保全
• …

利害対立の調整・活用に
関する包括的な理解

本質的な課題
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アリゾナ州立大学(ASU)
• 州立の教育大学から世界的な研究大学へ(2004年から15年間：学生数が2
倍以上（5万人→12万人）、年間研究費が4倍以上（1.5億ドル→6.4億ドル）

• 6年連続でthe most innovative university in Americaに（2015-2020)（継続中）
• アカデミックエンタープライズモデル

– 全米初のサステイナビリティ学部の設立（世界屈指の大規模かつハイレベルなサス
テイナビリティ教育研究機関）èTHEインパクトランキング世界5位

– フェニックス市・テンピ市の街づくりへの参加：
• イノベーションの社会実装実験、社会課題解決：自動運転技術、落書き防止、オピオイドの使用
抑制など

• 不動産の積極的な利活用の推進による資産運用（大学債発行によるレストラン街などを建設し
賃貸収入の獲得）

– イノベーションとインキュベーションの拠点となるSkysong Innovation Center設立
– 世界で最も歴史あるThunderbird国際経営大学院の吸収

• StarbucksやUberの社員教育（正社員にASUの授業を無料で提供する代わりに寄付金を獲得）
• エグゼクティブ教育による収入とネットワーク

– 得られた資源で新しい学部・大学院設置、オンライン教育への投資、最先端の研究
環境を整備
• エボラ出血熱患者を救済する薬の開発/安価なジカウィルス診断薬の開発
• NASAとの月の探査機開発

– グローバル戦略（アフリカ、アジア） 12



ASU/T-Bird広島大学グローバル校

• 国立大学初で2021年秋開学
• ２＋２、４＋０が選択可
• Bachelor of  Global Management (BGM)とBachelor of Since 

in International Trade (BSIT)が選択可
• School of Sustainability (SOS)のCertificate in Sustainable 

Enterpriseが取得可能
• On-lineとOn-Campusの組み合わせ
• 広島大学の科目も取得可能
• 広島大学の施設が利用可能
• 2021年35名à5年程度で250名に
• ASU/T-Bird Global Initiativesの一環
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アカデミック・エンタープライズが駆動する
サステナブル・ユニヴァーシティ・タウン構想

⽂部科学省地域科学技術振興
科学技術イノベーションによる地域社会課題解決（DESIGN-i）

2 0 1 9 年度採択

2020年2⽉14⽇

統括プランナー

⾦⼦ 慎治
広島大学FE・SDGsネットワーク拠点長

地方自治体と地域の大学が中心となってチームを構成し、「地域のポテンシャルを最大限
引き出すための未来社会ビジョン」を設定するとともに、当該ビジョン達成に向けて、「持続
可能な開発目標（SDGs）」の達成にも繋がる、解決すべき地域が抱える多種多様な社会課
題を見つけ出す。さらに、当該社会課題を技術課題へと転換させ、将来的に地域内外の大
学や研究機関が持つ研究シーズを取り込みつつ、小規模試行実験・社会実装の取組へ繋
げることを想定し、科学技術イノベーション（=STI）を活用した解決策を構築する。
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今後の展望（１）

これまでの⼈⼝減対策
• 若者世代の結婚・出産・⼦育て・教育を優先する施策
• 雇⽤創出のための経済振興策
• 外国⼈技能労働者の受け⼊れ（豊⽥市︓1990年から現在までに１万⼈増）
• 観光資源を活かした交流⼈⼝の増加策

世界中の才能ある若者に選ばれる都市
アジアで起業するなら東広島の実現

ü グローバルな頭脳循環規模（５-10万⼈）の実現可能性
• 賀茂学園都市構想（３つの⼤学と研究所の集積・1982〜1995年）による６
万⼈の増加経験

ü インターカルチュラルシティ︓頭脳循環により異なる⽂化が刺激しあう共⽣社会
ü 広島⼤学（19万都市）︓⺠主導型イノベーション拠点

• 都市の規模に対して研究機関の集積度が⾼い
• 筑波⼤学（22万都市）︓官主導型イノベーション拠点

ü アカデミック・エンタープライズ・モデル（アリゾナ州⽴⼤）の活⽤ 15
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Positive Peace region

Satoyama
Exchange

Traditional
culture and
World
Heritage

Marine
Exchange

• 世界に通用するコンセプト、世界を変えるコンセプト。
• 「Peace＆Sustainability」は、 「Positive Peace」を街づくりにおいて具現化した広島モデ
ルとして、SDGs/Society5.0の世界展開の先頭に。

• 2050年、97億人のうち68％の66億人が都市に(+24億人)。これらの新都市住民をす
べて平均人口規模20万人スマートシティで吸収するとして、 SDGs達成のために少な
くとも世界で12,000のスマートシティ建設が必要。

今後の展望（２）


