
テランガナ州政府は
JETROの皆様を

歓迎します



テランガナ州の概要



インドで最も若い州(29番目)

州都: ハイデラバード

面積: 112,077平方キロメートル(韓国の面積より広い)

人口: 3500万人(カナダの人口より多い)

都市部人口: 総人口の38.9%

州内総生産 (2016-17):  1001億5000万USドル

成長率 : 13.7%

州民一人あたりの収入: $ 2421

歳入余剰州

行政区数: 31

世帯数: 1000万世帯

主要産業: IT, 製薬 &バイオテック, 繊維, 航空, 食品加工, 
自動車, プラスチック & 化学製品



► 州高速道路が3,152 km、主要幹線道路が 12,079 km、幹線道路が
9,014 kmを含む総延長24,245㎞の道路網が発達している

► 総延長2,592㎞の国立高速道路が16本

►豊富な天然資源と鉱産物

►海外空港と国内主要都市に接続する空港

►北インド、南インドへの玄関口



►K.チャンドラシェカール・ラオ州首相が、『2016年度インドで最も人気の州首相』賞を受賞。 (VDP 

Associates)

►CNN IBNの『インディアン・オブ・ザ・イヤー2014』で、K.チャンドラシェカール・ラオ州首相が視聴者賞

を受賞。

►アウディ・リッツの2015年『最も強い影響力を持った人物』賞に、K. T. ラマ・ラオ大臣が選出される。

►『スコッチ・IT・ミニスター・オブ・ザ・イヤー2017』賞にK.T.ラマ・ラオ大臣が選出される。

►テランガナ州は、包括的な発展を遂げた州を表彰するインディア・トゥディ誌の『ステイト・オブ・ステ

イト賞2015』において最優秀インフラストラクチャー賞に選ばれた。

►テランガナ州の水道網開発事業が、住宅都市開発公社(HUDCO)賞を受賞。

►インディア・トゥデイ・コンクラーベ2014で最優秀インフラ賞を受賞。

►再生エネルギー世界投資エキスポ2015で、最優秀再生エネルギー賞を受賞。



Most Promising 
State in the Country



水資源の確保

灌漑関連事業の内、

10%が産業用水開発事業

150,000 エーカー

レディー・ランド・バン
ク

テランガナ光ファイバー
網

1000万世帯を光ファイ
バー網でつなぐ計画

ハリタ・ハーラム
州内の森林面積占有率を
現在の23%から33%に拡大

国家太陽光ミッションが
提唱する太陽光発電占有
率10%を凌駕する、16%の

達成を目指す

発電能力の400%増強
今後4年間で発電能力を

拡大する計画

貧困層向け

2寝室住宅供給計画

バギラタ・ミッション

1000万世帯に飲料水を

届けるイニシアティブ

今後4年間で、合計で
265TMCの貯水能力のある
46,631の貯水池を修繕する
カカティヤ・ミッション



▪ バギラタ・ミッションでは、新設分の100,000キロメートルを含む、総延長144,000キ
ロメートルの水道管敷設を計画している。

▪ 事業の殆どが完成間近。最新の行動計画に沿う形で、進行している。

▪ バギラタ・ミッションの事業の大部分は、2年毎の短期で事業期間を区切るミッショ
ン・モードで行われた。これまでに、3216の居住区で飲料水供給が開始されている。

▪ 当初、2018年までのミッション達成を目指していたが、事業計画が前倒しされ、
2017年12月までに24,225の居住区に飲料水を供給する行動計画が立てられている。

▪ ガジウェル地区事業については、インド首相の指示を受け、2016年8月7日に開始。

▪ バギラタ・ミッションの水道管を埋設する際、一般家庭や施設へのブロードバンド・
サービス拡大を目指す、デジタル・テランガナ・プログラムで利用予定の光ファイ
バー敷設用ダクトも同時に埋設。



• 州内農家の85%以上が、平均耕作地面積が1.11ヘクタールで利益を殆ど挙げられない
小規模農家。

• 州内農家の63%が雨水に依存した農業を行っている。さらに、州内耕作地の内70%以
上で天水耕作が行われており、耕作面積当たりの収穫量が低い。

目的

• ゴドヴァリ川・クリシュナ川流域から、各地の小規模灌漑セクターに流入する農業用
水、265TMCの有効活用

• 地表水、及び地下水を管理することで、小規模灌漑施設の対応可能地域を拡大する。

• 畜産や養殖、園芸生産を含む農業生産性の向上。



▪ 貯水池内の浚渫

▪ 供給水路の復旧

▪ 灌漑水路の再区分

▪ CMやCDの修繕

▪ 堤防や堰、水門の修繕

▪ 可能な場所では、FTLを上げる

貯水灌漑システム
貯水池を利用した灌漑システムは、主にテランガナ地区

に存在する。これは、上流の貯水池から溢れた灌漑水が、

下流にある複数の貯水池へ、順に流れ込む仕組みになっ

ており、それぞれの貯水池が給水を担当する地区が定め

られている。

このシステムでは、貯水池の状態を良好に保たなければ

ならない。もし、貯水池がひとつでも損傷すれば、シス

テム全体に影響を及ぼすことになる。



用水路
復活後

水があるときの
用水路

修復された貯水池の水位向上

貯水池の沈泥を畑に広げる



▪ テランガナ州政府は、旗艦プログラムである「テランガナ・ハリタ・ハーラム」を先
導しています。

▪ 目的は、33%の森林地域の達成

▪ 森林地域以外の場所での主な植林

✓アヴェニュー・プランテーション –可能であれば複数列に渡る植林を行う―農村部

の道路の他、国道・州道に沿った植林

✓機関の土地での植林 –全ての政府・民間機関で行う

✓荒地丘の造林

✓貯水池辺の植林

✓川・小川の土手の植林

✓農場・工業地域

✓都市の住居エリアでの植林





テランガナ州

州都…...

県………….

経済開発: 産業と人材

労働力率

ハイデラバード、ランガレディ、メダック、
アディラバード、ワランガル

最低労
働力率

マブブナガール、カンマム、ナルゴンダ、
カリムナガール、ニザマバード

最高労
働力率

エンジニアリング

繊維・衣類

宝石

農業関係の産業

鉱業関係

都市部にある拠点 － 開発の節

防衛

Source: http://missiontelangana.com/wp-content/uploads/2015/03/Socio-Economic-outlook-2015.pdf

工業団地全体
の面積

割当可能な土地
（UDL含）

工業用に使用可能
な政府所有地



ビジネスのしやすさ
安定した政府

最も産業に親切な政策

世界レベルのインフラ
24時間365日の電力・水供給、
優れた鉄道・道路・空路の
接続性

特色
TS-iPASS等の州の政策におい
て、透明性のあるワンストップ方
式、T-IDEA、T-PRIDEを採用す
ることで汚職率0%を達成

効率的・透明なプロセス

透明性、ワンストップ方式、土地可用

性、迅速な許認可システムがあります

地方分権の行政
効率的な工業化、インフラ促進、
対応力のある簡素な規制システム



許認可取得の簡易化: 

• 添付書類 114 ►► 12 (認可)

査察の簡素化

• 5年間で50回 ►► 1回 (労働法)

混乱のない査察

• 無作為に選ばれた査察と査察官

合同査察

• 別々の日に行われていた査察►►同日に行われる (部署の査察)

ワンストップのオンライン登録

• 10か所の登録場所►►オンライン1か所のみ (労働法)

• 安いビジネス費用
• ビジネスの質の向上



►投資家に与えられる、期限付きの認可に必要な日数

►巨大事業では15日間、その他事業では30日間で認可が得られ
る：インド国内で最短

►16日目または31日目に認可が下りることになっている

►自己認証にもとづき自動認可のおりる唯一の州

►事業を動かすための事前許可を待つ必要が全くない

►遅延に対する説明責任のある州

►遅延を起こした政府職員には罰金が課される

►例 :: マイクロマックス社の工場は6か月で設立することができ
た

►土地が同社に引き渡された時点から、工場が完全に稼働する
時点まで（製造・配送を含む）

►別の州では、同社の工場設立は2.5年かかった

►テランガナ: 

「ビジネスのしやすさ」
におけるパイオニア

► 4941社以上が期限のあ

る認可システムで認可
を得ている

► 59.5%以上の会社がす
でに製造を開始

► >$164.4億の投資

► 360,000人以上の雇用



生命科学

► 世界のワクチンのうち20%がハイデラバードで製造されている；バルク薬剤処方

► ゲノム・バレー － 生命科学に特化したビジネス生態系がある

IT 産業

► IT輸出分野において、インド国内で第2位

► ソフトウェア、ハードウェア、金融、銀行、保険会社の大規模なビジネス生態系

防衛 & 航空

► 防衛研究開発において、インド国内で第1位

► 1000以上の中小企業が防衛・航空産業に関わっている

► ハイデラバードの中小企業は、インドの火星探査機の30%の部品を製造した

その他

► 堅固な繊維、宝石・ジュエリー産業とビジネス生態系

► 自動車、鉱物関連、食品加工産業



►土地: 国内最大の工業地銀行 – 140,000 エーカー

►電力:自給自足の電力、産業に対して独立した電力グリッド・送電会社を提供

►水: 灌漑水の内10% は工業用に留保

►インフラ:工業団地; ORR; 空港の近辺; 最新のインフラを用いた工業団地の開発

►技術を持った労働力: 大規模な技術開発事業－州・中央政府のプログラム; 一流大学; 何百ものエンジニ

ア系大学

►ビジネスのしやすさ: かつてない画期的な方式により賞を受賞した、TS-iPASS

14の推進力となる分

野
► 生命科学

► 電子機器・半導体

► 航空、航空宇宙、防衛

► 食品加工

► 自動車

► 繊維・アパレル

► プラスチック・ポリマー

► 日用消費財と国内用電機製品

► 合金

► 宝石・ジュエリー

► 廃棄物管理

► 再生可能エネルギー

► 鉱物・木材

► 輸送・物流



テランガナ州は既に最も好まれる投資先となっている –

ノヴァルティクス、ドゥポン

► 現在、ハイデラ
バードは世界の
主要なIT拠点の一

つと認識されて
いる

► 1400以上の IT 会
社、45万人以上
が就業

► $130億ドルのソ
フトウェアとITの
輸出



► テランガナのＩＴ輸出高は、インドの州で第二位。2016年度は130億ドル。

► ＩＴ産業は、州内で45万人以上に直接雇用を提供している。

► 2016年度のＩＴ／ＩＴＥＳ輸出高は130億ドル

► 2015年度のＩＴ／ＩＴＥＳ輸出高は115億ドル

► テランガナには、40のＩＴ特別経済区がある。インド全土の公認ＩＴ特別経済区数は348

► ＩＴ／ＢＰＭ産業は、テランガナの州総生産の21パーセントを占める。インド全体では、

8.1パーセント

► ハイデラバードは、インド全都市のＩＴ輸出高の11パーセントを占め、第二位である

► LinkedIn の2014年度ＩＴ人材調査では、ハイデラバードは世界第三位の都市と評価された





►ハイデラバー
ドには、複数
のショッピン
グモールとグ
ローバル企業
の小売店があ
る

►フリップカー
トとアマゾン
は、ハイデラ
バードをイン
ドで最大の発
送センター拠
点として選ん
だ

► IKEAはハイデ

ラバードにイ
ンド第一号店
をオープンす
る予定
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►ウーバー、オラ、メルなどの配車サービスが利用可能

►空港から市街地をバスがつなぐ

►市街地内外でバスが利用可能

► 2017年11月、地下鉄のフェーズ1路線が開業‐生活の利便性向上を目指す

► 総費用22億ドル, 路線長31km  ; 2018年12月にフェーズ２路線が開業予定

► ハイデラバード空港は「優良空港」ランキングで三年連続第三位に選
ばれた

► 2015年、航空交通量が前年比2割増となった



ハイデラバードにあるパブリック・スクールの有名な卒業生
►サティア・ナデラ(マイクロソフトCEO）
►シャンタヌ・ナライエン（アドビシステムズCEO）
►アジェイ・バンガ（マスターカード社長・CEO）
►T.K.クリエン(ワイプロCEO)
►カラン・ビリモリア（コブラ・ビヤー会長）
►タラト・アジズ（ガザル歌手・作曲家）
►プレムV. ワツタ(フェアファックス・ファイナンシャル

CEO）
►ハリ・プラサード博士（アポロ・ホスピタルCEO）
►サイード・アクバルディン(インドの国連大使）



T-Hub T-Fund TASK TTRI T-Works T-Prod

TSFC

VCs

Research 

Institutes

インキュベーター 資金 スキル

技術系大学,

インド工科大学, 専門学校
フィニッシング・スクール

技術系大学, 

国防研究所, 中央研究所
特許局

研究 プロトタイピング 生産

ITE&C ITE&C +

産業
ITE&C +

教育
ITE&C +

教育+

科学技術+

産業

ITE&C +

産業
産業

新興企業が直面する
障壁を少なくする
マーケットへの
アクセス
メンターへの
アクセス

資金面での障壁
を少なくする
資金への
アクセス

人材への
アクセス
労働力への
アクセス

Domain
Incubator

研究への
アクセス

知財権保護への
アクセス

プロトタイピング
への障壁を少なく

する

少量生産への
アクセス

規模への
スケール
大量生産への
アクセス

テランガナ技術研究所

0-1 1-10 10-1000

Domain 

Skill 
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ありがとうございました


