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新疆における食糧生産と人間活動及び
自然条件との関連性

乾燥・半乾燥地域における食糧生産は水によって支えられており，食糧生産量の変動の理解は，水資源管理と密
接に関わる．本研究では，単収を食糧生産の主な指標とし，1990年以降の新疆における食糧生産量の経年変化と，人
間活動及び自然条件との関連性について検討した．その結果，増加傾向にあった単収は，政府の農業税金などが廃
止された2004年を境に伸び悩みに入り，2008年には大幅に減少した．その主な要因は，新疆における灌漑施設・設
備の損害による灌漑率の低下，機械化に伴う生産コストの上昇による農民の生産意欲の減退及び技術採用行動の変
化であり，食糧生産量の減少をもたらしたことが明らかになった．また，経済発展に伴う食生活の高級化・多様化
による需要量の変化が穀物の単収の変化をもたらしたことが確認できた．自然条件としては，干ばつなどの自然災
害が食糧生産に直接影響するともに，自然災害による生産コスト（主に農薬コスト）の増加が，農家の生産過程に
おける負担を増加させ，間接的に食糧生産量にも影響を与えたと考えられる．

キーワード：食糧生産，人間活動，気象条件，新疆ウイグル自治区

シャオケイテイ アジ 1）　　デリヌル アジ 2）　　近藤 昭彦 1）

1） 千葉大学環境リモートセンシング研究センター
（〒263-8522　千葉市稲毛区弥生町1-33）

2） 新疆師範大学地理科学研究科
（〒830054　新疆ウルムチ）

Ⅰ．はじめに

約13億人の人口を擁する中国における一人当たり
の耕地面積の0.093 haは，世界平均の3分の1に過ぎ
ない（農業情報研究所，2006）．そのため，食糧安全
保障は国家の重要な政策として位置づけられてい
る．特に，食糧生産の安定的な発展と，小麦，米，
トウモロコシなどの主要穀物の95 ％の自給率を維
持することを食糧安全保障の前提として力点を入れ
ている．しかし，2004年には食糧需要の増加に国内
生産が追いつかず，農産物の純輸入国に転じた（豊
田ら，2005）．その後，食糧価格の上昇や食糧生産支
援政策の実施により，農民の生産意欲が維持され，
増産に転回したが，石油高騰による生産コストの上
昇，輸送費の高騰，穀物のバイオ燃料への転用，主
な穀物生産国の自然災害，輸出禁止などを引き起こ
した原油高騰と穀物高騰を受けて，途上国だけでは
なく先進国を含む国際社会全体が深刻な食糧危機に
直面した．主要な穀物の中でも小麦の国際価格が
2008年3月の時点では，高騰以前の約3倍にも達し

たが（小島，2009），その後の2008年後半からは国際
金融危機の影響で，穀物の国際市場価格が低下した．
この急劇な変動に対応すべく，「国家食糧安全中長
期計画綱要（2008年～2020年）」が発表され，食糧
生産に関わる政策の方向性を宣言した．その政策の
予測によると，2010年の一人あたりの食糧消費量は
389 kgで，年間総需要量は5.25億トンであるが，2020

年になると一人あたりの食糧消費量は395 kgで，総
需要量は5.73億トンと予測されている（銭，2009）．
一般に食糧需要に大きく影響する要因としては，
所得，価格及び人口の三つがあるが，経済成長によ
り所得の上昇や都市化の進行，離農人口の年々増加
が起きている．食糧の直接消費だけではなく，飼料
用穀物の需要も増大し，全体的に食糧需要が高まる
結果となっている．言い換えれば，人口の増加また
は都市人口の比率の上昇は，それ自体食糧需要の増
加をもたらすもので，将来における全体としての需
給バランスを左右する重要な要因である（堀内・小
林，1999）．
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食糧生産の変化及びその要因に関する研究は多い
が，特定の穀物品目別の生産要素を用いて品目別に
分析した研究は少ない．そこで，本研究では，食糧
生産の単位面積生産量（以下，単収と略）を生産量
の主な指標とし，中国の乾燥・半乾燥地域である新
疆ウイグル自治区（以下，新疆と略）における食糧
生産量と人間活動，自然条件の関連性について検討
を行った．乾燥地域は将来世界の食糧基地として期
待されているが（周ら，1995），乾燥・半乾燥地域に
おける食糧生産を支えるのは水である．水資源の適
正な利用は，その用途に対する検討を必要とする．
本研究の目的は，水資源管理を念頭に置きながら，
近年の新疆における食糧生産の変化及びその要因を
明らかにすることである．

Ⅱ．研究対象地域の概要

図−1に新疆の概要を示す．新疆は東経73°30′～
96°30′，北緯34°10′～49°30′の範囲に位置し，中国
の西北部を占める．面積は166万km2で，全中国の6

分の1を占め，中国の一級行政区の中では最大であ
る．その行政区の中には5つの民族自治州，8つの地
区，16市，62県，855郷があり，首府はウルムチ市で
ある．2011年の統計年鑑では，新疆の総人口は
2,158.63万人となり，少数民族の人口は1,316.9万人

で，新疆総人口の約61 ％を占めている．
図−2に新疆の地形図を示す．新疆の地形はアル

タイ，崑崙，天山の三つの山脈と，崑崙山脈と天山
山脈の間に囲まれるタリム盆地，アルタイ山脈と天
山山脈の間に囲まれるジュンガル盆地の二つの盆地
から形成されている．また，タリム盆地には面積が
約 33万km2でのタクラマカン沙漠が分布している．
新疆は中央を走る天山山脈を境に北新疆，南新疆，
および東新疆に分けられるが，それらの地域の自然
条件は大きく異なる．年平均気温はタリム盆地では
10 ℃，ジュンガル盆地で5～7.5 ℃であり，東新疆，
南新疆，北新疆の順に年平均気温は高く，それぞれ
13.1 ℃，12.9 ℃，7.4 ℃である．新疆における年平均
降水量は217 mmで，北新疆で一番多く299 mmとな
り，南新疆は142 mm，東新疆では36 mmである．
降水量は新疆における農業生産において大きな役割
を果たしているが，その季節分布は地域によっても
異なる．雨期は北新疆では4～7月と10～11月，南
新疆では4～9月，東新疆では4～8月である（新疆
農業誌，1994）．
主な農作物は冬小麦，春小麦，綿花，トウモロコ
シ，米であり，熱量条件は比較的豊富であるが，無
霜期間が短く大部分の地域の栽培カレンダーは一年
一作となっている．新疆の耕地面積は412.4×104 ha

で新疆土地面積の2.4 ％を占める．

図－1　研究対象地域の概要
Fig. 1  Location map of the study area.
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Ⅲ．データと手法

1．統計情報
本研究では新疆統計年鑑及び新疆調査年鑑に記載
された統計情報をデジタル化して使用した．新疆に
おける食糧（小麦，米，トウモロコシ，豆とイモの
合計）生産量の時空間的な変化を理解するために，
単位面積生産量（食糧総生産量／食糧総播種面積）
を食糧生産量の主な指標とし，新疆の主な穀物であ
る小麦，米，トウモロコシの単収と同時に検討を
行った．社会因子として，食糧生産に使用した化学
肥料使用量，農業機械化，農業用電力（それぞれ単
位耕地面積当たり），灌漑率（灌漑面積の耕地面積
に占める割合）を用い，食糧単収との相関を調べた．
穀物の単収の経年変化とその要因を調べるため
に，種子，肥料，農薬，水，用電，機械作業に係わ
る生産コストの項目を用い，主な穀物である小麦，
トウモロコシを中心に解析を行った．

2．TRMM3B43降水量データ
本研究では食糧生産量と降水量の関係を調べるた
めに，米国航空宇宙局（NASA）と日本宇宙開発事
業団（NASDA）の共同プロジェクトで，1997年11月
27日に打ち上げられた熱帯降雨観測衛星（Tropical 

Rainfall Measuring Mission, TRMM）に搭載された降
雨レーダーによる観測により作成されたTRMM3B43

月降水量データを用いた（http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/ 

prec ip i ta t ion/documentation/TRMM_README/

trmM_3B43_readme.shtml）．TRMM3B43降水量デー
タは50°S－50°N，180°W－180°Eの範囲をカバーし，
水平解像度は0.25°×0.25°で，時間降水量データを提
供している．1998年1月1日からのデータが利用可能
であるため，本研究では1998年～2010年における
年平均降水量を計算して使用した．

3．CRU TS 3.21気候データ
気候変動を抽出するためにCRU TS 3.21データ

セットを用いた（http://badc.nerc.ac.uk/browse/badc/

cru/data/cru_ts/cru_ts_3.21/data/）．このデータセット
は観測データに基づき，グローバルな地表面の1901

年～2012年における降水量と気温等を0.5°の分解能
で補間し，グリットデータを作成したものである．
利用可能な項目は雲量，日平均気温，月平均日最低
気温，月平均日最高気温，降水量，蒸発量であり，
本研究では1990年～2010年の新疆における年平均
気温を抽出した．

Ⅳ．結果及び考察

1．新疆における食糧生産量の経年変化
図−3に食糧，小麦，米，トウモロコシの単収の経

年変化を示す．単収の変化をみると，解析期間全体に

図－2　研究対象地域の地形
Fig. 2  Topographic map of Xinjiang.
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対して，1990年の3,705 kg/haから2010年の5,771 kg/ha

まで達し，約20年間では約1.5倍の増加を見せている．
1995年に中央政府は新疆を「全国特大規模優良綿花
産地」に指定し，綿花を中心した経済作物面積の拡大
による食糧作付面積が減少にある中で，新疆の食糧生
産量の維持及び増産は単収の向上によって達している
ことがわかる．しかし，その単収変化の中身を見る
と，1990年から2003年にかけて順調に伸びていたが，
政府の農業税金などを廃止した2004年を境に伸び悩
みとなり，2008年にでは減少していることが確認でき
る．同期間における小麦と米は食糧単収と同じ変化ト
レンドを持つ，その中でも小麦の変化は食糧単収とほ
ぼ調和であることから新疆は中国の米を主食とする地
域と異なり麺食が中心で，小麦はこの地域の食糧安全
保障において極めて重要な穀物であることを表してい
る．これに対して，飼料として使われるトウモロコシ
は，新疆の有畜複合経営の展開により小麦，米と異な
り，2006年まで食糧単収と同じ傾向であったが，2007

年から傾向が逆転している．穀物のなかで単収が最も
伸びたのはトウモロコシであり，2008年では1990年に
比べ，約2倍に増加している．

2．新疆における食糧生産量の空間的な変化
1）小麦単収の空間的な変化
穀物単収の空間的な変化を調べるために，穀物の
単収が減少した2008年と伸び悩みに入る前年の
2003年の二時期の差分を図化した．図−4に小麦単

収の2008年と2003年の差分を示す．図で示したよ
うに，暗色は2003年に比べ，2008年には小麦単収が
増加した地域，明色は同期間で小麦単収が減少して
いる地域を示している．2008年には小麦単収は主に
南新疆のタリム盆地の沖積扇状地地帯において増加
している．（近藤ら，2001）が指摘したように，扇状
地は固有の地下水流動系を持ち，そこから灌漑用淡
水資源が容易に得られることが高収量の理由の一つ
であると考えられる．小麦単収が2003年に比べ，
2008年に減少した地域は東新疆と北新疆であるが，
最も減少した地域は東新疆のTurpan盆地である．
Turpan地域は中国における綿花とブドウの生産地と
して有名であり，近年この地域の食糧作物は経済作
物に大幅に転換されている．

2）トウモロコシ単収の空間的な変化
図−5にトウモロコシ単収の2008年と2003年の差

分を示す．2003年と比較すると2008年のトウモロコ
シ単収は，南新疆のタリム盆地で増加しているが，
これは小麦単収と同様の傾向である．一方，北新疆
と東新疆における分布は小麦の分布と異なり，多く
の地域でトウモロコシ単収は増加している．そのト
ウモロコシ単収の増加域は小麦単収の減少域と対応
していることがわかる．

3）米単収の空間的な変化
図−6に米の単収の2008年と2003年の差分を示す．
新疆は乾燥地域であり，水資源の制約で，米生産
は適地が偏在する．その適地の分布からみると，水
が豊富である南新疆のTarim River，Hotan Riverまた
は北新疆の湿潤地域（例えば，Yili川流域）に集中

図－3　食糧，米，小麦，トウモロコシ単収の経年変化
Fig. 3   Yearly change of the yield per unit of grains: rice, 

wheat, and corn.

図－4　小麦単収の2008年と2003年の地域的な差分
Fig. 4   Spatial variation of wheat yields per unit in 2008 and 

2003.
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していることがわかる．2003年と比較し，2008年では
米単収が増加している地域は南新疆であり，北新疆
では減少していることが確認できる．

Ⅴ．�新疆における食糧生産の人間活動と
の関係

1． 化学肥料使用量，灌漑率，農業機械化総動力，
農業用電力の経年変化
図−7に化学肥料使用量，灌漑率（a），農業機械

化総動力，農業用電力（b）（それぞれ単位耕地面積
あたり）の経年変化を示す．単収の向上に貢献する
ものとしては化学肥料使用量，灌漑面積，農業機械
化総動力，農業用電力（エネルギーコスト）がある
が，それらの経年変化をみると，単収が解析期間に
おいて約1.5倍増加しているのに対して，化学肥料

使用量は約3倍，農業機械化総動力は約2.5倍以上の
増加が認められる．単収との相関はそれぞれ0.66と
0.71となり，単収の向上において極めて重要な因子
となっている．農業機械化総動力は2005年まで継続
的に増加しているが，2006年から停滞または減少期
に入り，2008年では単収と同じく低下し，その後再
び増加に転じた．
新疆は水資源に限界があるため，灌漑率の変動は
あまり大きくないが，2005年以降は減少傾向にあり，
その変動は農業機械化総動力と同時に2008年に低下
した単収と変動が一致していることが確認できる．
灌漑率と単収との相関を調べた結果，相関が0.36の
低い値が得られたが，それは，新疆は灌漑農業地域

図－5　 トウモロコシ単収の2008年と2003年の地域的
な差分

Fig. 5   Spatial variation of corn yields per unit in 2008 and 
2003.

図－6　米単収の2008年と2003年の地域的な差分
Fig. 6   Spatial variation of rice yields per unit in 2008 and 

2003.

図－7　 化学肥料使用量，灌漑率（a），農業機械力，農
業用電力（b）（それぞれ単位耕地面積あたり）
の経年変化

Fig. 7   Yearly changes of expenditures for chemical fertilizer 
and irrigation rate (a), agricultural machinery power 
and rural electricity (b) of Xinjiang (per unit area).
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であり，既に灌漑が一般に行われていることが理由
であると考えられる．新疆の近年の有効灌漑面積は
灌漑施設・設備の損害により年平均1.3×103程度単
位で減少し，その減少地域は北新疆のTacheng，
Altay，Yili Regionと東新疆のTurpan Regionで多く分
布していることが灌漑率の低下と関連する（杜ら，
2008）．これは（4.2.1節）での検討した小麦の単収
が減少している地域と同じ地域である．

2．営農コストの経年変化
図−8に農業生産資材価格（中国），農産品買付価

格（中国），商品小売価格（新疆）の経年変化（上
年の値を100とした指数）を示す．農業生産資材価
格と農産品買付価格は商品小売価格と同時に1993年
～1994年にかけて急激に上昇し，1995年から減少し
ている．特に1996年～1999年にかけて農産品買付
価格が商品小売価格の低下率よりも急激に低下した
ことは，農民収入が物価に対し相対的に減少するこ
とに繋がり，生産コストの削減を招くことが推測さ
れる（金子ら，2005）．それは，農産品価格が最低に
なった1999年において単位面積あたりの化学肥料使
用量が減少していることからも確認できる．2004年
からの農業生産資材価格の変化パターンは食糧単収
の変化パターンと逆の方向であり，食糧単収が減少

した2008年において商品小売価格と同時に上昇して
ことが確認できる．また，2008年には新疆における
単位耕地面積あたりの農業機械化総動力は食糧単収
と同じく減少している．途上国において農業生産資
材価格などの高騰が，食糧価格高騰を供給面で生か
せない基本的な要因であるため（国際農林業協働協
会，2009），こうした農業生産資材価格の上昇は農民
の生産過程における技術投入行動の制限となり，食
糧生産にも影響を与えると考えられる .

3．主要穀物の生産コストの経年変化
図−9に新疆における小麦とトウモロコシの生産

図－8　 農業生産資材価格（中国），農産品買付価格（中
国），商品小売価格（新疆）の経年変化（前年
の値を100とした指数）

Fig. 8   Yearly changes of agricultural producer prices in 
Xinjiang, agricultural product purchase prices in 
China, and the general retail price index in Xinjiang 
(index is set to 100 of the above year).

図－9　 新疆における小麦とトウモロコシの生産コスト
の経年変化

Fig. 9   Yearly change of corn and wheat production costs in 
Xinjiang.
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コストの経年変化を示す．ただし，データの制約に
より主要穀物として2004年からの小麦とトウモロコ
シのデータを用いる．
穀物単収の経年変化では，小麦とトウモロコシの
変化は2006年まで同じ傾向であるが，2007年から逆
傾向になり，2008年では小麦の減少に対してトウモ
ロコシが増加していることが明らかになった．こう
した逆の傾向は穀物の生産コストの経年変化でも同
じく見られる．2008年の小麦生産における生産コス
トは全ての項目が上昇しているのに対して，トウモ
ロコシの項目が減少または安定している．こうした
穀物の単収と生産コストの逆傾向は2008年以降も同
じく見られた．肥料，種子，機械作業のコストは両
穀物の生産コストにおいて主要な項目となっている
が，そのなかでも種子，機械作業のコストは小麦生
産の方がトウモロコシより高いことは近年の新疆の
小麦生産における品種改良を含めた技術進歩の実態
を表している．品種改良によって耐雪性が高まった
小麦は，粗放的な生産が可能となり，機械化による
大規模な栽培に適するようになったが（仁平，
2012），2008年の単位耕地面積あたりの機械化総動力
の減少に伴い，小麦の単収も減少した．機械化装備
はその地域の農業技術力の発展を反映し，生産力を
向上させる重要な手段であるが，こうした生産コス
ト（機械作業コストなど）の上昇は，農民の技術投
入行動の制限になり，穀物の単収に影響を与えると
考えられる．

Ⅵ．食糧生産と食糧消費構造の関係

1．一人あたりの食糧消費量の経年変化
図−10に新疆における一人あたりの食糧消費量の

経年変化を示す．
図からみると新疆における食生活に変化が応じて
いることが確認出来る．その変化の特徴は，一人あ
たりの食糧の減少と食肉や水産物などの増加であ
る．小麦は新疆の主な食糧資源であり，人々の7～
8割が麺を主食とする新疆において一人あたりの食
糧が減少したことは一人あたりの小麦の需要量の減
少を表す．その代わりに，肉類，水産物の消費量の
増加は，飼料としてのトウモロコシなどの需要増大
に繋がる．このような食糧消費構造の変化は，作物
同士の土地利用における競争を促すことになり，作
物の生産量にも影響を与えると考えられる．

2．都市世帯が購入した主要な商品の経年変化
図−11に新疆における都市世帯一人あたりが購入

した主要な商品の年平均値を示す．前節（6.1節）
では新疆における一人あたりの食糧消費構造の変化
を検討したが，本節では，一人あたりが購入した商
品に基づき，新疆における食糧消費構造の変化につ
いて詳しく調べることにする．新疆統計情報では一

図－10　 新疆における1人あたりの平均食料消費の経年
変化

Fig. 10   Yearly change of food consumption per capita in 
Xinjiang.

図－11　 新疆における都市世帯1人あたりが購入した主
要な商品の年平均値

Fig. 11   Annual average value of major products per capita of 
urban household purchases in Xinjiang.
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人あたりの購入商品に関する連続的なデータが得ら
れないため，1990，2000，2005，2010年における4時期
のデータを用いた．図−11でみられるように，都市
世帯一人あたりが購入した食糧は2010年には1990

年と比べ，約半分に減少しているのに対して，乳製
品・卵類および食肉が増加し，伝統的な食生活から
乳製品，卵類および食肉を取り入れた西洋型の食生
活への転換を示唆している．これは経済発展に伴う
国民の所得の増加による食生活の高級化・多様化を
反映していると考えられるが，それは飼料用穀物の
需要増加をもたらすと考えられる．

Ⅶ．�新疆における食糧生産と自然災害・
気象条件との関係

1．食糧生産と自然災害の関係
図−12に新疆における自然災害（干ばつ，洪水）
の経年変化を示す．新疆では干ばつや洪水などの自
然災害が頻繁に発生していることがわかる．特に，
2000年頃からの干ばつ災害が増加し，2008年では干
ばつ災害を受けた面積は800×103 ha以上に達し，
解析期間において最大面積となっている．これは，
新疆における食糧単収が低下した2008年とほぼ調和
している．また，穀物の生産コストの経年変化では
農薬のコストが小麦では2004年から上昇，トウモロ
コシでは2008年以降急激な増加が見られる．このこ
とから干ばつ災害による虫害などの発生が直接的に
食糧生産に影響を及ぼすとともに，農民の虫害を防
止するための農薬などの生産コストの負担を増やす
ことになり，間接的に食糧生産の減少に繋がったと

考えられる．

2．新疆における食糧生産と気象条件の関係
図−13に北新疆と南新疆における年平均気温（a）
と年平均降水量（b）の経年変化を示す．
新疆における年平均気温の変化を見ると，年平均
気温は北新疆でも南新疆でも上昇傾向にあることが
わかる．主要な水資源が雪氷の融解水である新疆で
は，気温の増加が融雪量の増大と関連し，新疆にお
ける地表水の増加にも繋がるため（デリヌル・近藤，
2006），これが新疆の食糧生産過程にも良い条件を
与えると考えられる．新疆における年降水量の経年
変化を見ると，新疆は典型的な大陸性気候を呈し，
気候は極めて乾燥しており，降水量が少ないため，
年降水量の変化はあまり大きくないことがわかる．
しかし，2008年の北新疆の年降水量の減少が顕著で

図－12　新疆における自然災害の経年変化
Fig. 12  Yearly change of natural disasters in Xinjiang.

図－13　 北新疆（NXJ）と南新疆（SXJ）における年平
均気温と年平均降水量の経年変化

Fig. 13   Yearly change of average temperatures and annual 
average precipitation in Xinjiang.
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あり，2008年の新疆の干ばつ災害記録及び北新疆で
小麦など食糧穀物単収が減少した2008年と一致して
いることが確認できる．新疆は水源別では7割が河
川，3割が井戸のオアシス農業であるため（カマリデ
イン，2003），河川取水の依存度が高い新疆の食糧生
産過程において降水量の少ない年は，灌漑用の水資
源の制約が生じると考えられる .

Ⅷ．まとめ

本研究では新疆における食糧生産の時空間的な変
化とその要因を明らかにするため，食糧生産の単位
面積生産量を食糧生産量の主な指標とし，食糧生産
量と人間活動・気象条件・自然災害などの関連性に
ついて検討を行った．
単収は政府の農業税の廃止など積極的な政策にも
関わらず2004年から不安定期にはいり，2008年では
低下した．それは，近年の新疆における灌漑施設・
設備の損害による灌漑率の低下，または生産コスト
の上昇による農家の生産意欲の減退や技術投入行動
の変化が食糧生産量の減少に繋がったと思われる．
穀物の単収の変化では，経済発展に伴い国民の所
得の増加などにより，食生活の高級化・多様化によ
り需要量の変化が穀物の単収の減少に影響を及ぼし
たと考えられる．
本研究では乾燥・半乾燥地域の食糧生産に人間活
動以外にも干ばつ災害などが直接的に影響を及ぼす
とともに，自然災害による生産コスト（農薬コスト）
などの増加が，農民の生産過程における負担の増加
に繋がり，間接的に食糧生産にも影響を与えると推
測された．また，主要な水資源が融解水である新疆
では，気温の増加が融雪量の増大と関連し，新疆に
おける地表水の増加に繋がるが，河川取水の依存度
が高い新疆の食糧生産過程において降水量の少ない
年は，灌漑用の水資源の制約が生じると考えられる．
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Study on the Relations Between the Food Production, Human Activities and 
Natural Conditions in Xinjiang
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The food production at arid-semiarid region is dependent on water. The understanding of food production 

change is closely related with water resource management. In this study, we used the unit yield as a key index of food 

production, and we considered the relationship between secular change of quantity food production, human activities 

and natural condition in Xinjiang since 1990. 

As a result, tended to increase unit yield, it came to sluggish growth in the boundary in 2004 that agriculture 

tax of government was abolished, and in 2008, it greatly decreased. The main factors are the decrease of irrigation 

rate due to the damage of irrigation equipment, the decline in farmers’ production enthusiasm and the changes in 

technology adoption behavior according to an increase in production costs due to mechanization. These brought 

decrease of the quantity food production. Besides, the changes in demand due to gentrification and diversification of 

diet associated with economic development brought a change in the unit yield. In natural condition, a natural 

disaster such as drought is a direct impact on food production. In addition, the increase of the production cost 

(mainly pesticides) due to natural disaster became the burden, it can be considered to have influenced indirectly to 

food production.

Key words :  food production, human activities, natural condition’s, Xinxiang Uyghur Autonomous Region


