
インド– ウッタラーカンド州 

 

ウッタラーカンド州は、ウッタルプラデッシュ州の北部地域が分割され、2000 年 11月

9 日に誕生したインド 27 番目の州。ヒマラヤ山脈の山麓部に位置する州で州の大部分

が山地に覆われている。また、北側では中国(チベット)、東側ではネパールと接する国

境州である。北西にはヒマーチャルプラデッシュ州、南側にはウッタルプラデッシュ州

がある。州内に多数の氷河や河川、雪山が存在し、広大な森林が広がるウッタラーカン

ド州は、自然資源、特に水や森林資源に恵まれた州である。 

 

経済:  

ウッタラーカンド州は、産業支援政策や寛大な税制支援を通じ多額の設備投資誘致に成

功、国内でも急速な成長を遂げている州の一つ。2011年度から 2018年度にかけ、州内

総生産(Gross State Domestic Product, GSDP)は年率 10.85%で成長、現在は 2 兆 3700

億ルピー(328億 7000万 USドル)にまで拡大している。州民純生産(the Net State 

Domestic Product, NSDP)も、年率 11.06%拡大し、2兆 1200億ルピー(294億 4000万 US

ドル)であった。 

州政府は、利子優遇策や金融支援策、様々な助成金や免許といった便宜供与を行う事で、

州内の社会・産業インフラの強化に成功している。州内には総延長 39,000㎞の道路網

を整備、2か所の国内線空港の他、鉄道線も 345.23㎞敷設されている。また、2019年

2月時点で、3,400．42メガワット(MW)の発電設備容量を確保している。 

また、インド電気通信規制庁(the Telecom Regulatory Authority of India, TRAI)に

よると、2019年 1月時点での固定電話契約数は 31万。携帯電話契約数は 6475万であ

った。さらに、産業国内交易振興局(the Department for Promotion of Industry and 

Internal Trade, DPIIT)によると、同州には 2000年 4月から 2018年 12月にかけて総

額 6860万 USドルの FDIが流入している。 

 

主要産業部門: 

 農業関連産業 

インド政府による、ウッタラーカンド州農産品輸出区設置計画(AEZ Scheme)に

基づき、レイシや花卉栽培、ハーブや薬用植物、バスマティライス生産に特化

した農産品輸出区(Agri Export Zones, AEZs)が州内 4カ所に開設された。 

また、インド政府食品加工業省(MoFPI)のメガフードパーク計画に基づき、州内

のハリドワールにメガフードパークが開設され、現在、ウダム・シン・ナガル

地区においても建設が進められている。 



 ITと IT活用サービス業 

ウッタラーカンド州からの IT製品輸出額は、2009年度から 2015年度にかけ、

年平均 7.4%で拡大し、2015年度には 3億 5000万 USドルに達した。 

すでに完成したインドソフトウェアテクノロジーパーク(the Software 

Technology Park of India, STPI)や地上局の他、現在、デヘラードゥーンでも

地上局が続々と建設されており、州内の高速インターネット回線の整備が進ん

でいる。 

 製薬と香料植物産業 

ウッタラーカンド州内には、ありとあらゆる種類の製薬製品の製造知識を持つ

製薬事業者 300社が集積する製薬産業集積地が 3カ所ある。 

州内では、レモングラスやシトロネラ、パルマローザ、カモミール、ナラモサ、

ハッカやクアといった化粧品産業で需要の高い香料植物が栽培されている。 

 観光業 

2015年度には 100 万人以上の外国人観光客が同州を訪れた。 

2016年に導入されたウッタラーカンド州観光政策では、安心安全かつ友好的な

観光地、という州のイメージづくりに取り組んだ。州政府は農村部住民の生活

支援を目的に農村観光を推進、さらに近年では文化観光の促進に向け、7日間の

国際ヨガフェスティバルを開催している。 

  



 

India – State of Uttarakhand 

 

Uttarakhand was formed on 9th November 2000 as the 27th State of India, when it was 

carved out of northern Uttar Pradesh. Located at the foothills of the Himalayan mountain 

ranges, it is largely a hilly State, having international boundaries with China (Tibet) in the 

north and Nepal in the east. On its north-west lies Himachal Pradesh, while on the south 

is Uttar Pradesh. It is rich in natural resources especially water and forests with many 

glaciers, rivers, dense forests and snow-clad mountain peaks. 

 

Economy:  

Uttarakhand is one of the fastest growing states in India, thanks to the massive growth 

in capital investments arising from conducive industrial policy and generous tax benefits. 

Between 2011-12 and 2018-19, Gross State Domestic Product (GSDP) expanded at a 

Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 10.85 per cent to Rs 2.37 trillion (US$ 32.87 

billion) whereas the Net State Domestic Product (NSDP) expanded at a CAGR of 11.06 

per cent to Rs 2.12 trillion (US$ 29.44 billion). 

The state offers a wide range of benefits in terms of interest incentives, financial 

assistance, subsidies and concessions. Uttarakhand has a robust social and industrial 

infrastructure, virtual connectivity with over 39,000 km of road network, two domestic 

airports, 345.23 km of rail routes and an installed power generation capacity of 3,400.42 

Mega Watt (MW) as of February 2019. 

As per Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), the state had 0.31 million wire-line 

subscribers and 64.75 million wireless subscribers, as of January 2019. 

According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), the 

cumulative FDI inflows, during April 2000 to December 2018, stood at around US$ 686 

million. 

 

Key Sectors: 

 Agro-based Industries 

Four Agri Export Zones(AEZs) have been declared under the AEZ scheme of 

India in Uttarakhand for litchi, floriculture, herbs and medical plants and basmati 

rice.  



A Mega Food Park has been set up in Haridwar under Mega Food Park scheme 

of the Ministry of Food Processing Industries(MoFPI) and another one is coming 

up in Udham Singh Nagar district. 

 IT and ITeS 

The exports of IT products from Uttarakhand grew at a CAGR of 7.4% during 

2009-15 to reach $350 mn in 2015. 

With the establishment of the Software Technology Park of India(STPI) earth 

station and other planned stations in Dehradun, Uttarakhand offers high-speed 

connectivity. 

 Pharmaceuticals and Aromatic Plants 

Uttarakhand has three major pharmaceutical clusters with over 300 units having 

expertise to manufacture an entire spectrum of pharmaceutical products. 

Aromatic plants grown in the state such as lemongrass, citronella, palmarosa, 

chamomilla, naramotha, Japanese mint and khuas are used extensively in the 

cosmetics industry. 

 Tourism 

More than 1mn international tourists visited Uttarakhand during 2015-16. 

Uttarakhand Tourism Policy was launched in 2016, with an aim to develop the 

state’s image as a safe, secure and friendly destination for tourists. The state 

government promotes village tourism to support livelihood of people living in 

villages and recently organized a 7-day international Yoga festival to promote 

cultural tourism. 

 


