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 تشخيص اأهزاض الغر طفيليت

Diagnosis of Non-parasitic Diseases 
 ケやゲىッأや ىاヤゎ ヴىヤハ فゲバわلや ょヤトわΑヱ れゅらレヤل ケやゲッأや リョ ギΑギバلや るΒェ ゲΒلغや لョやヲバلや ょらジゎ
 るハケゴレヨلや لΒصゅエヨلや ヴف るΒィヲلヲΒジلفや れゅよやゲトッأや ゐヱギェ ノΒشΑ . ゅヰをヱギェ فヱゲヌよ ュゅヨلまヱ りゲらخ
 るىىレΑゴلや れゅىىゎゅらル ヴفىىヱ るىىヤェゅللや ヮらشىىヱ るىىヤェゅللや ヴىىッやケأやヱ ケゅىىトョأや るトىىシヲわョ ヱأ りギΑギي شىىヅゅىىレョ ヴفىى

らلや خلやキ るΒョゅレلや ユىを リىョヱ れゅىらレلや るイىジルأ れヲョ チやゲョأや ログワ リハ ょらジわΑ ゅョ ゅらلゅغ .るΒィゅィゴلや れヲΒ
 リنىΑ ユلى やクま صガشヨلや لΒヤツゎ ヴلま لاク ンキぽΑ ギقヱ ろΒヨلや アΒジレلや ヴヤハ ヲヨレゎ ゅョ ُゅバΑゲシ れゅΒョゲلや ラみف

 . りゲらガلやヱ るΑやケギلや リョ ょシゅレョ ケギق ヴヤハ 

 . るゃΒらلや لョやヲハ リハ るららジわヨلや ケやゲッأや ユワأ チゲバル ヴヤΑ ゅヨΒفヱ 

     Physical Agentsاهل الفيزيائيت : أواً : العو

  Soil textureقوام الربت  ط 1            

             ヲىヨル るقىゅハلىا عクヱ れゅらレلや ヲヨル テΒらんゎ ヴلま るنシゅヨわヨلや るヤΒلんلや るΒレΒトلや るよゲわلや ヴف るハやケゴلや ンキぽゎ

 リىハ るىよゲわلや るفىゅんك れキやコ やクま るىΒバΒらヅ りケヲダよ ヲヨレゎ ا れゅらレلや ケヱグィ ラأ クま ケヱグイلや7.Α /ユىィ  ユىシン  リىョヱ

اゥ كىىل クلىىا わΑىى Βェゅル ゲをىىる أخىىンゲ فىىや ラみأヱكジىىや リΒイلわヨىىやヱ ゥゅلゅレバصىىや ゲلغΒ やグىىやヱ るلよヲヅゲىىゲゎヱ るكΒىىや ゴأョىى
 ヴىッケأや ءゅىヨلや ンヲわジョ ネゅفゎケやヱ فゲダلや ءヲシ るよゲわلや リョ ネヲレلや やグワ ょェゅダΑヱ . るよゲわلや اシゅヨゎ لョゅバよ
 るىΒョゅレلや ケゅイأشىやヱ . ゴىΒレイレヨلや るΒヨىジل れゅىらレلや チゲىバゎヱ るΒエトىジلや ろىエゎ るلらトلや ヴف るッヲヨエلや ネゅفゎケやヱ

ا ヱقىヲわΑ ギقى. . أョىゅ فんョ ヴىل ヤゎىا やأッやケىヴ قىギ ا バゎىヴルゅ فىや ヴلジىや れやヲレأヱلىヴ لنىワヲヨル リىΑ ゅلىل バよىク ギلى
 リىョヱ るىョヱギバョ ヱأ りキヱギエョ ラヲنゎ るΒ やグلغや ゲصゅレバلやヱ ءゅヨلゅよ ドゅفわェاや ヴヤハ ゅヰゎケギق ラみف るΒヤョゲلや ヴッやケأや

 . ゲصゅレバلや لصル れゅよやゲトッや ヱف أゅفイلや ケゲッ ヲワ ゅヰΒف ゲヰヌΑ ギق ゅョ ユワأ ラみف ユを 

   Water اماء -2            

Αىىゎ ンキぽشىىや ノらلよゲわىىゅよ るلヨىىゅء まلىىヴ خヤىىي ドىىヱゲف اΒ やヲワىىバゎヱ るىىィ チゲىىや ケヱグلらレىىれゅ لىىレلص             

 リΒイىىジكヱأやAnoxia  ゥىىاョىىل أんョ るョゅىىジلや キやヲىىヨヤل ゅヰわΒىىシゅジェ りキゅىىΑコヱ ゅىىヰよ ケやゲىىッعや ヴلىىま ンキぽىىΑ ゅىىヨョ

 ヴىヤハ ゲىヰヌΑヱ فヱゲىヌلや ログىワ ىلんョ ヴف キやキゴゎ ヴわلやヱ ヴ やヲワلاや ヴよヱゲنΒヨلや ヅゅشレلや لΒんヨゎ アゎやヲルヱ ろΑゲわレلや
ゅらレلや ヴف فىやゲىシلى るىイΒわル ءゅىヨلゅよ るىよゲわلや ノらشىゎ ゐギىエΑヱ ケゅىワコأやヱ  やケヱأや テقゅىジゎヱ لヲよグلや チやゲハأ れ
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 ヴىッやケأや ラاشىا أヱ ゅىヰョやヲق ヴىヤハ ءゅヨلゅよ るよゲわلや ノらشゎ ンギョ .قヲわΑヱ . りゲΑゴلغや ケゅトョأや ょلハ ヱأ ンゲلや
キぽىゎ るىよゲわلや るىよヲヅケ りキゅىΑコ ラみفى ンゲأخ るΒェゅル リョ . لاク ゐヱギエل るッゲハُ ゲんأك ラヲنゎ るヤΒلんلやヵ  りキゅىΑコ ヴلىま

リョ لنل るバよゅわلや ネやヲルأや るصゅخ れゅッゲヨヨلや ヂバよ ヅゅشルヱPythium  ヱ Phytophthora  . 

             れヲىョヱ ゅヰよヲエشىヱ ヮقىやケヱأ ゲصىغヱ れゅىらレلや ヲヨル .バッ ヴلま るよゲわلや ءゅョ るΑゅكف ュギハ ンキぽゎヱ
 ケゲىッ ゅىヰΒف ゐギىエΑ るバفゎゲョ りケやゲエل チゲバわلや ラヱキ فヱゲヌلや ログヰل チゲバわゎ ヴわلや れゅゎゅらレلやヱ . ゅヰفやヲェ

ハ ヴف ゲΒらك ラみفى ゥゅىΑゲヤل ヱأ るىバفゎゲヨلや りケやゲىエヤل れゅىゎゅらレلや ىاヤゎ ろىッゲバゎ やクま ゅョأ . ヴ ヲツلや ءゅレらلや るΒヤヨ
 . れヲヨلやヱ لヲよグلや ゅヰل ょらジΑ لاク 

            ン- زارةUا Temperature  

             ヲىヨレよ ケやゲッعや ヴلま るレΒバョ キヱギェ リハ ゅヰハゅفゎケや ヱأ りケやゲエلや れゅィケキ チゅفガルや リョ كل ゲをぽΑ
 ヴفى ギΑギلشىや チゅفىガルاゅよ れゅىΒلヲエلや ゲを ىわゎ . れゅىらレلや ネヲىル افわخゅىよ .ىヤわガΑ لاク ラみف ノらトلゅよヱ れゅらレلや
 ヮわよىىاダل れゅىىらレلや ギفلىى りキヱゲىىらلや ケゲىىツل るىىシゅジエلや れゅىىゎゅらレلや ヴىىヤハ ナىىェاΑヱ . ءاゅわشىى りケやゲىىエلや れゅىىィケキ

ョヱ ل やヱأヱ ءゅわلشや ゲخやヱأ ヴف りギΑギلشや りキヱゲらلや ンキぽゎヱ キヲシأや ヱأ ヴレらلや ラヲヤل ゅヰلヲエゎヱ  やケヱأや れヲ
 .  やケヱأや るトقゅジわヨلや ケゅイأشや ヴف ケゅワコأやヱ ユハやゲらلや れヲョ ヴلま ノΒよゲلや 

ا  ゅトشىル れゅىらレلや ラヲنىΑ クま ءヶفギلىや れやゲىわف ょلىハ ゐギىェ クま ギأشى ラヲنىΑ りキヱゲىらلや ケゲىッ ラみفى ُゅョヲヨハヱ
ヲنىىゎ るىىんΑギエلや ヮىىゎやヲヨル ラみفىى ユىىを リىىョヱ ゐヱギىىェ ヴلىىま ヮىىルゅよヱクヱ キゲىىらلや ヅヲىىلシ ンキぽىىΑヱ るΒىىシゅジエلや りギΑギشىى ラ

 キヲىィヱ ゅىヰよ るよゅعصىや ゐヱギىェ ょىヤトわΑ ヴىわلや れゅىッゲヨヨلゅよ るよゅعصىや لヰىジΑ ゅىヨョ ケゅイأشや .ヤق ヴف れゅشللゎ
 . ゥヱゲイلや 

 リΒىよ لダلفや ょバダΑヱ ءゅヨلや لصレل ゅらェゅダョ ラヲنΑ ゅョ ゅらلゅغ ヲヰف るバفゎゲヨلや りケやゲエلや ケゲッ ゅョأ

 ザヨلشや るバジل ゐギエゎヱ . ゅヨヰΑゲΒを ゎSunscald  ザヨلشىや るバأشى チゲىバわゎ ヴىわلや れゅىらレلや るイىジルأ ヴفى

やلشヱ りギΑギفや ヴلや ヲイلΑヱ . ケゅエنや やグワ ラヲلチゲバ شや ヴヤハ ゅバ ゅلヲエلΒىんョ れゅىل ヨをىや ケゅلヨトىやヱ ユヅゅلفヤفىل 
 ぽىΒヨゎ ゐギىエΑヱ د ヲイルゅىヨلや ケゅىヨをヱ  やケヱأヱ ケゅىヨを ىلんョ りゲىヨバヨلや ケゅイأشや ヂバよ ヴヤハ ゐギエΑ ギق ヮレلنヱ

 ょلىWater core  ギىレハ ょىヅケ ケゅىェ ヲىィ キゅىシ やクま ゥゅفىわلや ケゅىヨを

 . ケゅヨんلや ノヨィ 

                                                                                               

 や りゲワゅド Etiolaltionلـ 
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ヴ –  الضوءLight  

ヶىバΒらトلや ヲىىヨレلや ヴىىヤハ るΒ ヲىىツلや りゲىわلفや لヲىىヅヱ りءゅىىッعや りギشىى ゲをぽىゎ   . れゅىىらレヤل ヵキぽىىΑヱ チゅفىىガルや

 りءゅッعや りギش ヴلや りゲワゅド ゐヱギェEtiolaltion  لىصル ゐヱギىェ ノىョ  ゅىジلや لヲヅ りキゅΑコ リハ りケゅらハ ヶワヱ

 ザヨلشىや るバىジل ゐヱギェ ヴلや りケやゲエلや ネゅفゎケや ノョ りءゅッعや りギش やグكヱ ,لΒفヱケヲヤلنや リΑヲنゎ ヶفSunscald 

. ゅΒلヲصゅلفや ケゅヨを ヴヤハ るΒレらلや ノلらلや ゐヱギェ ヴلま りءゅッعや りギش りキゅΑコ ンキぽゎ ゅヨك . 

Βルゅをゅ ヲバلや : : るΑヱゅヨΒلنや لョやChemical Agents  

7 –  : リΒィヱケギΒヰلや れゅルヲΑأHydrogen Ions (pH)  

 るよゲわلや لハゅفゎ ゲをぽΑ(pH) soil reaction  . りゲشىゅらョ ゲىΒغヱ りゲشىゅらョ るلىΑゲトよ れゅىらレلや ヲヨル ヴヤハ

 ヲىヨル リىョ ギىエΑ ゅىヨワفنا ُやゲشىゅらョ ُやゲΒを ىゎ れゅىらレلや ヲىヨル ヴىヤハ ゲをぽىゎ りギΑギلشىや るΑヲヤللや ヱأ りギΑギلشや るッヲヨエلゅف
 ラみفى ヴلゅىわلゅよヱ فゲىトわلや やグワ リハ ُやギΒバよ るよゲわلや لハゅفゎ ゅヰΒف ラヲنΑ るΒハやケゴلや ヴッやケأや ユヌバョ ラا أま . れゅらレلや

 ラヲنىىΑ れゅىىらレلや ヲىىヨル ヴىىヤハ ロゲΒを ىىゎ ヴىىよヱゲنΒヨلや ヅゅشىىレلや ヴىىヤハ るىىよゲわلや ىىلハゅفゎ ゲをぽىىΑ クま . ゲشىىゅらョ ゲىىΒغ ُやゲΒを ىىゎ

 チゅفىىガルや ンキぽىىΑヱ . れゅىىらレلや るトىىシやヲよ .ゅىىダわョلا るىىヤよゅق りケヲصىى ヴفىى れゅىىルヲΑأや キヲىىィヱ ンギىىョ ヴىىヤハヱpH 

 ンキぽىىΑヱ . れゅىىらレلや るトىىシやヲよ .ゅىىダわョلا るىىヤよゅق りケヲصىى ヴفىى ゴىىΒレイレヨلやヱ ギىىΑギエلやヱ ىىاルゴلや ىىلバィ ヴلىىま るىىよゲわلや

 ネゅفゎケやpH  チやゲハأ ケヲヰド ヴヤハ るよゲわلや ヴفى ギΑギلشىや チゅفىガルاや ラみفى ザنバلや ヴヤハヱ ゲصゅレバلや ログワ لصル

pH  るョゅىシ れやゲΒを ىゎ ゐヱギىェ ヴلىま لダゎ ギق ゑΒエよ れゅらレلや ァゅΒわェや リハ ゅヰレョ ゥゅわヨلや りキゅΑコ ヴلま ンキぽΑ るよゲわلや

 るىΑゲΒイلや ヴىッやケأや ヴف るハやケゴلや ょェゅダΑヱ .Calcareous  ゅىヨョ ゲصىゅレバلや ログىワ لىصル チやゲىハأ ケヲىヰド

 .  やケヱأや ヴヤハ ا ゅشケ ゅヰよ れゅらレلや キやギョま ょヤトわΑ 

ヲ-  るよゲわلや ヴف るΒ やグلغや ゲصゅレバلやSoil nutrients  

 . れゅىらレلや ヲىヨレよ ケやゲىッعや ヴلま りキゅΑゴلゅよ ヱلص أレلゅよ ءやヲシ るΒ やグلغや ゲصゅレバلや ラやゴゎや ュギハ ンキぽΑ
や ゲصゅレバلや りキゅΑコ ヱلص أル リハ るイゎゅレلや れاゅエلや صΒガشゎ ゲらわバΑヱ クま ギىΒلバわلや るΑゅغ ヴف るΒヤヨハ るΒ やグلغ

ヴワヱ لョやヲバلや リョ ギΑギハ ヴヤハ ギヨわバΑ るよゲわلや ヴف ゲصゅレバلや ログワ キヲィヱ ラأ :- 

やلレشىىىヅゅ  طわエョىىىや ンヲلよゲわىىىョ るىىىや リلヨىىىや りキゅلツバىىىるΑヲ د ィىىىـ  طやلョやヲバىىىل やلΒバΒらトىىىる لよゲわヤىىىる د ゆ  طأ  
 キ د るىىよゲわلや ヴفىى ヴىىよヱゲنΒヨلやىىـ  طワ د りケやゲىىエلや るىىィケキط  ヱ د れゅىىらレلや ネヲىىルط   ヲىىバゎ チやゲىىョأ ゐヱギىىェ

や リىىョ ُゅىىルゅΒェأ ギىىエゎ ىىلョやヲバلや リىىョ キギىىハ  ゅىىレワ ラي أらىىシ ゅىىョ ヴلىىま فゅىىツΑ . れゅΑグغىىヨヤل れゅىىらレلや .ゅىىダわョ
: ヴワヱ ゲصゅレバلや لصル صΒガشゎ ヴف るΒ ゲヨلや チやゲハأや ヴヤハ キゅヨわハاや るΒルゅنョま-  
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ヤわガゎ. أル チやゲハلىص ダレハىョ ゲىよ ゅىゅخわاف やلダエヨىヲل . فلىΑ ギنىハ ラヲىョ チゲىキ ゅلΒىل ヤハىヴ      –أ 

 ギΑل ル ヴヤハلص ルفや ザلゲダレバ فヲダエョ ヴل آخル . ゲلص ゅョ ゲダレハ فヴ أや ギェلゅエヨصΒل ヱلنヮレ ا 

 ゆ-     . るفヤわガョ ゲصゅレハ لصル リハ アわレゎ ギق るヰよゅشわョ チやゲハأ  ゅレワ 

 قΑ ギنや ラヲلゅよ ゲを ゎ れゅらレلفバل りケヲダよ كりゲΒら قらل や ケヲヰドأィ–  . チやゲハـ 

 キ-      . ンゲأخ ゲصゅレハ りキゅΑコ リハ ヱأ ゲダレハ リョ ゲんلص أكル リハ るイゎゅル チやゲハأや ラヲنゎ ギق 

 れاゅェ صΒガشゎ ラみف やグل ラみلىا فىク ヴىヤハヱ . りゲىらガلやヱ るىΑやケギلや リىョ ギىΑゴョ ヴلىま ァゅわエΑ ゲصゅレバلや لصル
 りゲىらص خガشىヨلや ゆゅىジわكや るلىゅェ ヴا فىま ُゅلىΒقキ ラヲنىΑ ا ギق るΒ ゲヨلや チやゲハأや ヴヤハ ءاゅレよ صΒガشわلや

. りキギエョ لΒصゅエョ ヱأ ゅョ لヲダエヨよ   ءやゲィま ヴلま ゲصゅレバلや لصル チやゲハص أΒガشゎ ァゅわエΑ ゅョ ُゅらلゅغヱ
ゅわョ ヴلま るفゅッعゅよ . るイジルل لأΒヤエゎ ケゅأشى ヴىわلや ゲصىゅレバلや ヱأ ゲىダレバلゅよ ロキやギىョま ギىバよ れゅىらレلや るلىゅェ るىバよ

 . ゅヰダلル ヴلま صΒガشわلや 

 ゐヱギェ ヴف ゅヰダلル ょらジわΑ ヴわلや ゲصゅレバلや るΑやギらلや ヴل فヱゅレわルchlorosis   ヱأnecrosis  ヴف

 . ゴΒレイレヨلやヱ サゅエレلやヱ اルゴلやヱ ラヱケヲらلやヱ ュヲΒジلゅلنやヱ ュヲΒシゅゎヲらلや : ヴワヱ れゅらレلや るイジルأ 

ュヲΒىىىシゅゎヲらلや   ゐヱギىىىェ ヮىىىダلル リىىىハ ょらىىىジわΑヱ りゲىىىΒらك るىىىΒヨنよ ヮىىىΒلま れゅىىىらレلや ァゅىىىわエΑchlorosis  ヱ

necrosis  ラみفى るىんΑギエلや ヴلىま るىヨΑギللや  やケヱأや リョ لゅلわルاや ヴヤハ りケギللや ヮل ュヲΒシゅゎヲらلや ラا أやゲヌルヱ

 . るىヨΑギللや  やケヱأや ヴىヤハ ギワゅشゎ لصレلや チやゲハىل  أΒんヨわلやヱ ザفレىわلや ヴىヤハ ュヲΒىシゅゎヲらلや لىصル ゲをぽىΑ
Βل や ンヲわエョヱأョ  やケヱىや リلヨىゅء د ヱأワىドヱ ユىや . ゅلシゅゎヲらىロケヱキ ュヲΒ فىや ヴلゎヱ ヴ ヲツنや リΑヲلنヱケヲヤف

فヱ ウわغヤي やلんغゑΒェ ケヲ أラ أكゲゎ ゲらكギィヲゎ ヮゎやゴΒ فや ヴلヅゅレヨي やلるΒヨΒわシゲヨ د ギΑخل りキゅハ فىΒんヨゎ ヴىل 
ا كレヨشテ لىヨΑゴルىや れゅلわىダゎ ヴىΒんヨゎ ょェゅىل やلنΒワヲよゲىれやケギ د  ゅツΑأヱ れやケギΒワヲよゲلنや ユكやゲわΒل リΒゎヱゲらلや

 ギΑギバل るΒヨللや りキゅΒジلや ヴفわガゎ ュヲΒシゅゎヲらلや لصル ょらジよ れゅゎゅらレلや リョ 

 ヴトىシヲلや るエΒىفダヤل ヴىジΒ ゲلや ラヲنىヨلや ヴىワヱ ュヲΒىジلゅلنや れゅىわنよ ょىΒكゲゎ ヴفى ュヲΒىジلゅلنや خلギىΑ ュヲΒىジلゅلنや
ا Αىギخل فىゎ ヴنىや リΑヲأغشىや るΒلΑヲヤガىる د ゅىツΑأヱ د ュヲΒジلゅلنや るلやコみよ ゅΑاガلや るΑクゅفル キやキゴゎ ヴلゅわلゅよヱ   ラأ ゅىヨك

ンコヲわΒヨلや ュゅジلルلا ヶシゅシأ ヮレョ るヤΒヤللや れゅΒヨلنや  ヴفى ゲىダレバلや やグىワ لصレلى るىΒィクヲヨレلや チやゲىハأや ゲヰヌゎ.
やأや ヴッやケلゅレワヱ るΒツヨエ  أヱゲバョ りギΑギハ チやゲョفま ンゴバゎ ُやギΒィ るلル ヴلىص やلنゅلジىんョ ュヲΒىل ハفىヅ リىゲف 
 . ゥゅفىىىわلや ヴفىىى ゲىىىヨلや ゲلىىىレわلやヱ ザفゲلنىىىや ヴف فىىىヲىىىィأや ょىىىヤللやヱ فىىىلヤلفやヱ ユヅゅىىىヨトلや ヴفىىى ンゲىىىワゴلや りゲىىىヨんلや

 れやヲىىヨレلや ラみفىى やグلىى れゅىىらレلや خىىلやキ لىىلわレΑ ا ュヲΒىىジلゅلنやヱ ケヲىىヰドヱ لصレلىىや ゐヱギىىエل るىىッゲバヨلや ヴىىワ るىىんΑギエلや
أヮッやゲハ د ヱقゲヰヌゎ ギ أル チやゲハلص やلنゅلケ ュヲΒジغىユ كفΑゅىや るلわヨىレョ ゥゅىヮ فىや ヴلよゲわىク ヱ るلىا レハىル ギلىص 
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 ンギىىョヱ るىよゲわلや ヴفىى ゲىダレバلや リىىョ ゥゅىわヨلや ケギللىىや ヴىヤハ ュヲΒىىジلゅلنや لىصル チやゲىىハأ ケヲىヰド .قىىヲわΑヱ .ンゲلىや
ヨハ .قىヲゎ ンキぽىΑ لゅىんヨلや لΒらىシ ヴىヤバء . فゅىヨلゅよ キやギョعや るΑケやゲヨわシや ヶلىま ンゲلىや りキゅىハま ユىを りゲىわلف ンゲلىや るىΒヤ

 キやギىョعや りゲىわقى. فヲゎ ギىバよ ゲىダレバヤل ゲىΒらلنや ァゅىΒわェاや ラأ クま د ケゅىヨんلや ヴلま ュヲΒジلゅلنや لصル チやゲハأ ケヲヰド
バイゎل やلダレバىや ゲلヨヨىわص イわΑىョ ヮىΒゎ ノىや ケゅلレىま ウわلىや ヴأや ラヱキ  やケヱلヨんىケゅ. لىΑ やグنんىヰド ゲىハ ケヲفىヅ リىゲف 

 りゲわف ょلハ れゅゎゅらレلや ンケ ギレハ ユヅゅヨトلや ヴف ンゲワゴلや りゲヨんلやリョ イلやفゅف. 

 ラヱケヲらلや  るىΒヤよゅق ゲىんأك るΒヨΒわىシゲヨلや れやヲىヨレلや ラヲنىゎヱ るىハヲレわョ チやゲىハأ ゐヱギىェ ヴلま ヮダلル ンキぽΑヱ
 ゲىイレよ ヴفى ょىヤللや リفىハ ヴىワ ラヱケヲىらلや لىصル リىハ るららىジわヨلや チやゲىハأやヱ . لصレلىや チやゲىハأ ケヲヰヌل
 るىヰكゅلفや ケゅイأشى リىョ ゅىワゲΒغヱ ウلやヲىヨلや ヴفى ネゲأفىや فやゲىヅأ れヲىョヱ ろفىヤلや ヴفى ヴレらلや ょヤللやヱ ゲنジلや

ル ンキぽىىΑ ゅىىヨك. リىىョ れゅىىらレلや りキゅفわىىシや ラأ クま د ュヲΒىىジلゅلنや لىىصル チやゲىىハأ ケヲىىヰド ヴلىىま ユΒىىジلゅلنや لىىص
 . ラヱケヲらلや لصル るلゅェ ヴلي فエわゎ ا ュヲΒジلゅلنや 

ゴىىΒレイレヨلや  ヴىىヤハ るىىわΒョ ا ゅىىバلよ ケヲىىヰド ヮىىダلル ょらىىジΑ د るىىΑヲヤللや ヴىىッやケأや ヴفىى ヮىىダلル チやゲىىハأ ゲىىヰヌゎ د
やلらلىىや ノلヨイヨىىや ネヲلツガىىレワヱ .ンゲىىゅ  أョىىエョ チやゲىىバョ りキギىىヱゲف أヰルىىバィやケ ゅىىる لىىレلص やلΒレイレヨىىんョ ゴىىل 

 ノلىらわヨلや ケやゲاصىفやヱ ラゅفヲلشや ヴف るΑキゅョゲلやSpekled yellows  れاゅىェ ヴفىヱ . ゲىنジلや ゲىイレよ ヴفى

 チゲىハ ケヲىヰドヱ れゅىらレلや りヲق ヴف .バッ ゴΒレイレヨلや لصル リハ ょらジわΑ ンゲأخChlorosis  ァゅىわエΑヱ .

 . ヴヨΑゴルま فيやゲヨل كヨバΑ ヮルأ ゑΒェ ゴΒレイレヨلや リョ るヤΒゃッ れゅΒヨك ヴلま れゅらレلや 

や リョヱلヨわエヨل  や リΒよNecrosisلヱ  ヱゲバقChlorosis  ゐギエΑ ギد ル ンキぽΑلま ヮダلや   ゐヱギェ ヴلルゴا

 ヴىىッやケأや るلىىゅェ ヴلص فىىレلىىや チやゲىىハأ ゲىىヰヌゎ ゅىىョ りキゅىىハヱ . キケヲىىわلや チゲىىハ ゐヱギىىェ لىىاク ょェゅىىダΑ ラأ
 ُやゲを ゎ ゲんأك るヰكゅلفや ケゅイأش ラヲنゎヱ . るΑヲヤللや るΒلゅバلやヱ るΑヲツバلや りキゅヨلや リョ ヴلゅハ ケギق ヴヤハ るΑヲわエヨلや

ヴا فルゴلや لصル ケヱキ るفゲバョ لらقヱ . ゲダレバلや لصレよ  اヤゎ ヴヤハ りギΑギハ ءゅヨシأ ろلヤヅأ チやゲハأ ケヲヰド

やلケヲقىىや るلΒヤイレヨىىやヱ . るلルゴىىا ワىىュゅ لヨバىىل كΒんىىョ ゲىىリ  طやلわىىキケヲ  طやلケヲقىىや るلダىىغりゲΒ  طやأハىىんョ チやゲىىل 
 . リΒジكヱأや ァゅわルع ُゅョゅワ ヱギらΑ ロキヲィヱ ラأ ゅヨك れゅヨΑゴルعや 

 : ヴワヱ るΒルヲヤلや れやゲΒغわلや チやゲハأ ケヲヰド ゅヰダلル リハ アわレΑ ゲصゅレハ  ゅレワヱ 

 れゅىىىفシヲلفや د リΒィヱゲىىىわΒレلや خلやギىىىわゎ ラأ リنىىىヨΑ . ろىىىΑゲらلنやヱ ユルギىىىらΒلヲヨلやヱ د ュヲΒىىىジレغヨلや د ギىىىΑギエلや د
チやゲىىハلا   أグكىىヱ るىىΒエلや れゅىىッゲヨヨلや ゅヰをギىىエゎ ヴىىわلや チやゲىىハأや ノىىョ るلヲヰىىジよ ゲصىىゅレバلや ىىاヤゎ لىىصル

 れゅىىらレلや ヴىىヤハ ゲىىヰヌΑ ギقىى ゲصىىゅレバلや ログىىヰل ギΑギلشىىや لصレلىىや るلىىゅェ ヴفىىヱ . れやギىىΑヱゲΒلفやヱ れゅىىシヱゲΒلفや

Necrosis . 
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 ثالثا: تشخيص امزض ي امعول:

 チゲヨلや صΒガشゎ るلヱゅエヨل るفヤわガョ れやケゅらわخや りギハ ンゲイゎ لヨバヨلや ヴلま لヲصヲلや ギレハ
:ヮل ヴッゲヨلや ょらジヨلや るفゲバョヱ 

فヨىワ ゅىヱ ヴقΑ ギلュヲ صや ょェゅلヨشنル るヤفジىよ ヮ خىレΒハ グىや ヱ るلィヲわىま ヮلىヨバョ ヴىل やلわشىΒガص . 
るレΒバلや れやゴΒヨョ   ؟ りギΒイلや 

 : りギΒイلや るレΒバلや れやゴΒヨョ 

7 - るよゅダヨلや れゅゎゅらレلや るレΒハ リヨツわゎ ラأ ょイΑ  ゅらル れاわلشىやヱ るىΒلヲエلや れゅىゎゅらレلや るلىゅェ ヴف るヤョゅك れゅゎ

 . ケゅイأشや るلゅェ ヴف ケヱグイلや リョ ءやゴィأヱ ゅハヱゲف リヨツわゎ ラأヱ 

ヲ -  .ケヱグイلや يΑゴヨゎ ヴلま ンキぽΑ れゅらレلや ゆグィ ラأ るヨΒヤシ ケヱグイلや ヴヤハ لヲダエヤل るよゲわلや ゲفェ ょイΑ 

ン -   リハ للΑ ا ゅョ るレΒバلや リヨツわゎ ラأ ょイΑヶ チやゲハأや リョ るفヤわガョ れゅィケキ リハ ゲらバゎ れゅゎゅらル . 

ヴ-   ヴلヲىらلや リىョ ザΒكى ヴفى るバヨわイョ るレΒバلや れゅゎゅらル ノッヲゎヱ ヴقケヱ ザΒك ヴف ゆゅダョ れゅらル كل ノッヲΑ

 .リΒヤΒをま 

ヵ-  ىلダゎ ラأ ょىイΑ ヱ ゥゅらダلや ヴف るよゅダヨلや れゅゎゅらレلや れゅレΒハ ノヨイゎ  りキゅىΒバلや ゲلىョ ヴلىま   ギىΑゴΑ ا ゅىヨΒف

 るىレΒバلや لىلル るلىゅェ ヴفى ヱ ىصエلفや لゅىヨハأ るエلゅصى ゲىΒغ ウらダわف ケヲワギわゎ ا ヴわェ れゅハゅシ るバよケأ リハ
ョりギΒバよ るفゅジョ リ   .キゲらョ  ヱギレخل صやキ るレΒバلや للレゎ ケゅエلや ヲイلや ヴف ヱأ 

 ヶ-    .ゲىエよ لジغわف ケヱグイلや ゅョد أ るよゲわلや れゅらΒらエよ れゅらレヤل ンゲツガلや ネヲヨイヨلや ゑΑヲヤゎ ょレイゎ ょイΑ

 やءゴىィ ىلΑゴわل فΒىジلغや ءゅىレをأ ケグىイلや ウトىシ テكشى ょىレイゎ ノョ ゅヰエトシ ヴヤハ リョ るよゲわلや れゅらΒらェ るلやコع
  ゅョゅワ لや るΒヤヨバلわشΒガص. 

 اأحوال جب اتباع اآتي:, وفي كل 

1.チゲヨلや リハ るバΑゲシヱ لツأف りゲء فنゅトハع ノΑゲシ ヶ ギらョ ヶよヲنシヱゲنΒョ صエل فヨハ ユわΑ . 

2 ょらジヨلや ヲヨル ノΒイشわلا لクヱ るよヲヅケ るفゲغ ヶف るレΒバلや ノッヲゎ チやゲハأや ゥヲッヱ ュギハ るلゅェ ヶف .
.ヴッゲヨلや 



8 
 

3 リョ لゴバلや ュギハヱ , ユΒヤジلや ءゴイلやヱ ゆゅダヨلや ءゴイلや リΒよ るヤصゅلفや るلトレヨلや リョ لゴバلや ユわΑ ラأ .
 ゎنや ヮよ ゲんلれゅヨョゲわヨ. أやヮルلゴイء やلバわヨفやヱ リلゅヰわヨلا 

4 ヴヤハ , ヶエトシ ユΒلバゎ لヨハ ュギハ لツفΑ るレΒバلや ウトシ ヴヤハ キヲィヲョ ヴッゲヨلや ょらジヨلや ラゅك やクま .
.るレΒバلや خلやギよ ヴッゲヨلや ょらジヨلや ラゅك ラま لاク リョ ザنバلや 

5. .れゅヨョゲわヨلや リョ ギエヤلا لクヱ لゴバلや ギレハ るダダガわョ れゅゃΒよ ュやギガわシや لツفΑ 

ヱعمヱمゅ تヱجد طرベ متعددة ヱمختるヘヤ لتعريف الميكرヱبれゅ المتحصل عヤيゅヰ , حيث تختヤف هذه 
الطرベ تبعゅ اختاف الميكرゆヱ المعزヱل ヱأيضゅ طبقゅ لإمكゅنれゅ المتゅحヱ , るيمكن تقسيュ هذه 

 ي:الطرベ إلي مجمヱعれゅ عヤى النحヱ التゅل

 أوا: ااختباراث الفسيولوجيت:

 ヱأ ゆヱゲنΒヨلや ゅヰよ ュヲلΑ ヶわلや るفヤわガヨلや るΑヲΒエلや れゅΒヤヨバلや ヴヤハ ギヨわバゎ ヶわلや  ゲトلや ヴワヱ
. るレΒバョ れゅらكゲョ لΒヤエゎ ヴヤハ ゆヱゲنΒヨلや りケギق ゲآخ ヴレバヨよ : れやケゅらわاخや ログワ ユワأ リョヱ  るヨダらلや

やلΒイاや , リΒゎخやゴわل やلや , れやゲわレلレわفや ゲヨガゎ , るΒジلジنΒヤエゎ , れゅΑゲل やلΒヤエゎ , ラヲワギل やلレشΒヤエゎ , ゅل 
, れゅレΒジكヲわلや コやゲفま KOH .ラゅفΑヲヤلや リΑヲنゎヱ 

 :Biolog  اختبار البيولوج -1

 ヲワヱ )ゲ ゅヨガلや , れゅΑゲトلفや , ゅΑゲわنらلや( るلΒقギلや れゅレ ゅلنや .Αゲバゎ ヶف ュギガわジΑ ケゅらわخや ヲワ
 リョ ゲんأك ユツゎ りءやゲلل れゅルゅΒよ りギハゅقヱ ゲゎヲΒらヨك リョ ラヲنわΑ1000 ヱ るلΒقギلや れゅレ ゅلنや リョ ネヲル リنヨΑ

 ゅヨك , ゅΑヲレシ ゅヰんΑギエゎヮルفي  أゲョ  ゅらヅأ むケゅق ュやギガわシゅよ ヱأ りキゲイヨلや リΒバلゅよ ア ゅわレلや りءやゲق リنヨΑ
 リΒよ ヮよゅشわلや るらジル ゆゅジェヱ るよやゲللや るヤص ギΑギエわل キゅバよأや るΒ ゅレを ュヲシケ لヨハ リنヨΑ ゅツΑأヱ . ュゅヌレلゅよ

.れاゴバلや 

 るΒジفレわلや るヨダらلゅよ ュゅヌレلや やグワ ヴヨジΑFinger Print  ゑΒェヮルأ  りケギلョ ヴヤハ ギヨわバΑ
 れやギΒらΒヤلやヱ リΒィヱゲわΒレلやヱ ラヲよゲلنや リョ るفヤわガョ ケキゅダョ  اヰわシや ヴヤハ ヮダΒガشゎ キやゲヨلや ゆヱゲنΒヨلや
 リョ ギΑギバلや .Αゲバわل ゲダョ ヶف ゥゅイレよ ュゅヌレلや やグワ ュギガわシや ゅョヲヨハヱ .やゴΒالや  ゅらヅ よ るヰΒらش  ゅらヅأ ヶف

.れゅシヱゲΒلفや صΒガشわل ユ اョ ゲΒغ るレلنヱ , るفヤわガヨلや るΒッゲヨلや れゅららジヨلや 

 امنظز اTانبي لأماض الدهنيت:طزيقت  -2
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 ヶف ュギガわジゎ ヶわلやヱ りゲΒأخや れやヲレジلや ヶف れゲشわルや ヶわلや るョゅヰلや れやケゅらわاخや リョ ヴワヱ
 れゅΒヨلنやヱ るΒصفヲلや れゅافわاخや ヴヤハ ギヨわバゎ ヴワヱ , ュやゲイلや るらلゅシ ゅΑゲわنらلや ネやヲルأ リΒよ るقゲفわلや

シأ ヴゎゅلفや لんョ ゅヰل ヶらルゅイلや ゲヌレヨلやヱ りキゲفヨلや るΒレワギلや チゅヨェأや リョ るΒらジレلや ラゅよヲヤنΑゅを , ギ
.サギΒシ ろΑギわレジلやヱ 

 ثانيا: ااختباراث البيولوجيت:

 ゅョヲヨハヱ ゲآخ ヶェ リ ゅك ヱأ れゅらレلゅよ ゆヱゲنΒヨلや るاقハ ヴヤハ ギヨわバゎ ヶわلや れやケゅらわاخや ヴワヱ
:ヶワ ゅヰヨワأ ゅヰレョ ゲكグル ユジللや やグワ ろエゎ りギΑギハ れやケゅらわخや ギィヲゎ 

 :Pathogenicity test  اختبار القدرة امزضيت للوسبب امزضي -1

 ヴワヱ れゅシヱゲΒلفや やギハゅョ ゅョヲヨハ れゅゎゅらレلや チやゲョأ れゅららジョ ユヌバョ صΒガشゎ ヶف ュギガわジゎ
.ヶلゅわلや ヲエレلや ヴヤハ ォヲك れゅェやゲわقや يΒらトゎ يΑゲヅ リハ لاク ユわΑヱ 

 や るらェゅダョلや ょらジヨلヴッゲヨ لゅエヤلや るلケヲヰドヱ , るΒッゲヨ أるエッやヱ チやゲハ. -أ

ゆ- .ل ゅバلや リハ やギΒバよ るΒلル りケヲダよ ヴッゲヨلや ょらジヨلや لゴハ 

ァ- キゅハま ギレハ チやゲハأや ザفル ケヲヰド.ヴッゲヨلや ょらジヨلゅよ ユΒヤシ ل ゅハ ンヱギハ り 

 キ- .ゅلよゅシ لヱゴバヨلゅよ ヮわلよゅトョヱ ヴッゲヨلや ょらジヨلや لゴハ りキゅハま 

 :Hypersensitivity  reaction اختبار اUساسيت الذائدة  -2 

 れゅらレلや لバف キケ ヶلゅわلゅよヱ ヮΒف ラヲلエヨلや ゆヱゲنΒヨヤل ヶゎゅらレلや アΒジレلや لらلゎ ンギョ ヮよ ギダلΑヱ
 ケゅダわخゅよ るلΑゲトلやヱ , لاク ょلバΑ ヵグلや やギィ サゅジェ れゅらル ヶف ヴッゲヨلや ょらジヨلや リلェ ヶワ ギΑギش

.れゅシヱゲΒلفやヱ ゅΑゲわنらلや ヶف るョゅヰلや れやケゅらわاخや リョ ヲワヱ , るイゎゅレلや チやゲハأや لΒイジゎヱ チゲヨلや やグヰل 

 :Host rang test  اختبار امدى العوائلي -3

 ヶヤأصや れゅらレلや るヤ ゅハ ザفル リョ れゅゎゅらレلや リョ リΒバョ キギハ ヴヤハ ゆヱゲنΒヨلや ケゅらわخや ヮよ ギダلΑヱ
 れゅよヱゲنヨلや ヂバよ ラأ ゑΒェ .るفヤわガヨلや ل やヲバلや ログワ ヴヤハ るよゅعصや るルケゅلョヱ ゆヱゲنΒヨلや るレョ لヱゴバヨلや

 ゅΑゲわنらلや لんョ ノシやヱ ヴヤ やヲハ ンギョ ゅヰلErwinia carotovora  ヴヤ やヲハ ンギョ ヱク ゲخΓや ヂバらلやヱ
や ログヰよヱلΑゲトلヨΑ るنや リلわفゲقやErwinia amylovora  ログワ リΒよ るلΒッ  ネヲレي أんョ キヱギエョ ヱل

.るفヤわガヨلや ネやヲルأや 
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 :Differential host اختبار العوائل امفزقت -4

 .ヤわガΑ ヵأ , ギェやヱ ヴッゲョ ょらジョ リョ るفヤわガョ ょジレよ ゆゅダゎ れゅゎゅらレلや リョ るハヲヨイョ ヴワヱ
ゅنルヲلやヱ りケヲゎやギلやヱ ラゅخギلや れゅゎゅらル لんョ ヴッゲヨلや ょらジヨلや ザفレل ゅヰヤバف キケ  やグワ , ゅワゲΒغヱ ....

 ゅΑゲわنらلやヱ れゅシヱゲΒلفや リョ ギΑギバلや ヴヤハ فゲバわلや ヶف るョゅヰلや れやケゅらわاخや リョ ケゅらわاخや
.ゅョコاよヱゲنΒヨلやヱ 

 : Transited by Insect and dodder النقل باUشزاث واUلن -5

や リョ ヲワヱلゅシヲ ل やلるバらわヨ فや ヶلゲバわف や ヂバよ ヴヤハلفやヱ れゅシヱゲΒلΒヨنよヱゲاクヱ , ゅョコلا 
ゲヅ るفゲバョ يΑゲヅ リハ.قلゅレلや خلやキ ゲをゅنわΑ ゆヱゲنΒヨلや لワ , ヶヤخやキ ヱأ ヶィケゅخ ヲワ لワ للレلや るلΑ 

 :Seeds transition النقل بالبذور -6

ヨΑنや リلنش. や リハلれゅららジョ リョ ギΑギバ أや チやゲョلれゅらレ فや ヶلや リョ ヴワヱ ケヱグらلゅシヲ ل 
.ゅワゲΒغヱ ...... れゅシヱゲΒفヱ れゅΑゲトف リョ れゅらレلや チやゲョأ れゅららジョ リョ ギΑギバلや ヶف るバ ゅلشや 


