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ウィンドブルック 
～完全なる種雄牛～ 

後編 
 

＜ホルスタイン ジャーナル誌 2012年 8月号＞ 

 

ウィンドブルックの娘牛達 

 ウィンドブルックは、7月末に初のエクセレント娘牛を得た。オンタリオ州ブライズにあるローリング ランズ フ

ァームズのローリング ランズ ウィンドブルック ベール（EX90）である。月齢が大きくなるにつれより良くなっ

てきた彼女は、2 歳を GP83 でスタートし、その後 3 歳で VG85になり、4歳になった現在はエクセレントである。

彼女はその前 2世代の体格得点がグッド（G）の母系から来ている。ベールは直近の産次を 305日換算で乳量 12,989

㎏、脂肪 3.5% 457㎏、蛋白 3.2% 414㎏（293-279-292）で終えている。 

 

 高得点を記録するウィンドブルックのその他のファーストクロップ娘牛に、オンタリオ州ブラッドフォードに所

在するフィールドホルム ホルスタインズのブライアン フィールドハウスが所有するフィールドホルム ウィンド

ブルック ウィッスル（VG88）がいる。歴史の深い血統に由来するこの牛は、7代連続のベリーグッドとエクセレン

トを成し遂げた。彼女は、生涯生産乳量 74,000 ㎏以上で EX93-4E-2*のリンジェットを母に持つ。そしてその前が

生涯乳量 83,000㎏以上で EX-2*のスカイチーフである。ウィッスルは 2歳でベリーグッドを記録し、365日で乳量

11,733㎏、脂肪 4.5% 526㎏、蛋白 3.3% 384㎏（254-299-253）を生産した。3歳になる彼女は、乳量 12,240㎏、

脂肪 4.6%、蛋白 3.4%（250-312-269）が予測されている。彼女には 200H5379スタリオンによる 1歳の娘牛がいる。

ウィッスルは昨年 11 月に 2 頭目を分娩し、今度はその一年以内にあたる 10 月に高ジェノミック ヤング ブルであ

る 200H3753マーブリー フェイスブックによる分娩を迎える。 

 

「ウィッスルと働くのが本当に好きだ」とフィールドハ

ウスは語る。「彼女は見ていても良いし、誰しもが牛群に持

ちたいと思うタイプの牛だ。これまで沢山の人から彼女を

売らないかと申し出を受けたが、私はノーと答えた。なぜ

ならば彼女は良いファミリーから誕生した牛であるし、彼

女の父も良いファミリーに由来する牛だからだ。彼女の存

在により、私たちは国内外からも多くの注目を集めている。

だからそれは我々の牧場にとっても非常に良いことであ

る」 

 「次の分娩を終えて彼女がエクセレントになることを期

待している。もしそうなれば、彼女が 3 代目のエクセレン

トになる」とフィールドハウスは語る。 

 
フィールドホルム ウィンドブルック ウィッスル VG88 

ウィンドブルック娘牛中、高得点を記録する一頭 

フィールドホルム ホルスタインズ繁殖／所有 
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  フィールドハウスはウィンドブルックを後代検定種雄牛として使用した。なぜならば彼はゴールドウィンの血

液に繋がるウィンドブルックの母系をずっと好きだったからである。彼は特にセカンド ウィンドを好んでおり、エ

フビーアイもまた彼の牛群にいくつかの良い牛を作出していた。フィールドハウスは他にも 4 頭の若いウィンドブ

ルック娘牛を所有しており、未だにウィンドブルックを使い続けている。彼はウィンドブルック娘牛が持つ開張し

た肋と乳用性があり鮮明な肢を気に入っている。彼女達は「攻撃的な程に食欲旺盛である」。彼はまた、彼女達のペ

ディグリーに高乳量の血液が流れていることを好んでいる。「彼女達は 2 歳で 89 点を記録する牛ではなく、良い成

牛へと成長していく牛である」と彼は話す。「私は私のウィンドブルック娘牛を、ある一定の部分を大きく改良する

タイプの種雄牛でないものと掛け合わせている。なぜならば彼女達には大きな欠点がないからである。ただ彼女達

を全体的に改良するだけである」。 

 

 カナダ生まれの月齢の若いウィンドブルックのセカンドク

ロップ娘牛数頭が、今年の春に開催された国内のショウで勝

利を収めている。西部地域において、ブリティッシュ コロン

ビア州チリワックにあるウエストコースト ホルスタインズ

の出品によるベナー ウィンドブルック ジョカサ（父：ウィ

ンドブルック×母の父：サンチェス）は、カナディアン ナシ

ョナル コンベンション ショウでシニアカーフクラスの一位

になった。オンタリオ スプリング ディスカバリーでは、オ

ンタリオ州グリムズビーのグレースヘブン ホルスタインズ

によるサンスパーク ウィンドブルック エクストラ（父：ウ

ィンドブルック×母の父：ゴールドウィン）がインターミデ 

ィエイトカーフ クラスで一位を獲得した。東海岸地域で開催 

のアトランティック スプリング ショウケースでは、ノバスコ 

シア州アッパー オンスローにあるコベキッド ホルスタインズの出品によるコベキッド ウィンドブルック メイヘ

ム（父：ウィンドブルック×母の父：アウトサイド）がインターミディエイト カーフ クラスでトップとなった。 

 

 「私は確信している」と、シーメックスのジュリアン シャボーは語る。「これから相当数のウィンドブルック娘

牛をショウリングで見るだろう。勝利を手にする未経産牛もいるだろうが、私はウィンドブルックが“ショウ ヘイ

ファー”よりも“ショウ カウ”を作る種雄牛になると考える。その他多くの種雄牛同様、彼は母方のゴールドウィ

ンによる強い影響から利を得て、それを非常に上手く補足するだろう。 

 

 シャボーの考えを確かに支持するファーストクロップのウィンドブルック娘牛が、ハートベルド ウィンドブルッ

ク ジュエル（VG87-2yr）である。この素晴らしい若牛はケベック スプリング ショウ及びオンタリオ スプリング 

ディスカバリーにおいて 4歳クラス二位を、オンタリオ州エイルマに位置するハートベルド ファームズのブルース

&ティナ ハーテミンクとその息子ライアン、そして彼らのパートナーであるオンタリオ州アクスブリッジのバーク

レー フェニックスにもたらした。 

「自分たちで繁殖した牛が活躍するのを見ると本当に興奮する」とライアン ハーテミンクは語る。「彼女は確か

ベナー ウィンドブルック ジョカサ 

カナディアン ナショナル コンベンション ショウ 

シニアカーフ クラス第一位 

ウエストコースト ホルスタインズ出品 
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に多くの注目を我々の牧場にもたらし、我々はシーメックス主催によるツアーを通してたくさんの素晴らしい人々

に会うことができている。バークレー フェニックスと彼がやってきてくれた仕事には大変感謝しているし、ジュエ

ルが新しいオーナーであるアルバータのモーサン ファームズで活躍することを楽しみにしている」。 

ジュエルはベリー グッドのインクワイアーとストームを母と祖母に持つ。彼女にはアシュラーとローソリティー

による雌仔牛 2頭がおり、3歳の予測乳量が 12,477㎏、脂肪 3.9%、蛋白 3.3％（257-273-271）である。 

 

 ハーテミンク一家は、ウィンドブルックが誕生したその

「素晴らしい」カウファミリーが故にヤングサイアーであ

ったウィンドブルックに惹かれた。彼らはまたエフビーア

イによる娘牛を数頭飼養しており、その娘牛に非常に満足

し再び彼を使用した経緯がある。ハーテミンク一家はこれ

までに 2 頭のウィンドブルックによる搾乳牛を販売し、そ

の他に 1頭の搾乳牛、5頭の仔牛を含む計 6頭のウィンドブ

ルック娘牛を所有する。「我々は未だにウィンドブルックを

相当数使用している」と彼らは話す。 

 

 「ウィンドブルックの娘牛と一緒に働くのは喜びだ！」

とライアン ハーテミンクは声を大にして言う。「彼女たち

は当たり前のように働き、余分な世話をかけることなくよ

く働く。多くの訪問者から言われたのは、彼女たちは常に 

 
ハートベルド ウィンドブルック ジュエル VG87※ 

ケベック スプリング ショウ及びオンタリオ スプリング  

ディスカバリーで 4歳クラス二位入賞。 

ハートベルド ファームズ及びバークレー フェニックス出品

現在のオーナーはモーサン ファームズ 

※2012年 6月末 VG89-4YR獲得 

飼漕にいて餌を食べているようだ！我々が所有する娘牛は、サイズは平均だが非常に正確でずば抜けた肢と素晴ら

しい後乳房をしている。ブリッツから生まれたエフビーアイ息牛でいることの最も良い点はどんな牛にも間違いな

く使えることだ」。 

  

 後代検定種雄牛としてウィンドブルックを使用し、その後再び彼を使っているもう一つのオンタリオ州にある牧

場が、オンタリオ州ソーンデールにあるジョン、イボンヌ、アンドリュー エリオット所有のエリオットデール ホ

ルスタインズである。「もし我々がヤングサイアーを気に入ったら、繁殖に難がある牛や牛群の下位の牛に使うため

に 10本から 20本購入する」とエリオット一家は言う。「ウィンドブルックがヤングサイアーだった時、我々は彼が

持つ高い体型指数、乳量、そして脂肪が気に入った」。 

 

 エリオット一家は母が G79点、その前 2代が VGの牛からウィンドブルックによる雌仔牛を一頭得た。エリオッ

トデール ウィンドブルック ジリー（VG87）である。ジリーは 2歳で VG85を記録し、二産目で VG87へと昇格し

た。彼女は 2歳 365日換算で、乳量 11,136㎏、脂肪 3.4％ 377㎏、蛋白 3.2％ 356㎏（248-224-245）を生産した。

9月にローソリティーによる分娩を再び迎え、彼女は 3歳で乳量 11,828㎏、脂肪 3.2％、蛋白 2.9％（256-216-229）

が予測されている。「ジリーは管理するにあたって非常に静かで、牛群平均以上の乳量、脂肪、蛋白である。食欲旺

盛で、平均かそれより速く牛乳を出す。彼女はその前 3 代が搾乳速度の速い母系から来ている。彼女は大きいショ

ウカウではないが、牛舎で管理するのに良い適度なサイズの牛である」とエリオット一家は語る。 
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 ジリーに加え、エリオット一家はウィンドブルックによる 17頭の雌牛を現在所有する。彼らの最初の搾乳牛に感

心した一家は次のように語る。「我々はウィンドブルックが検定済み種雄牛として最初に市場に戻ってきて以降、可

能な時には常に彼を使ってきた。分娩時において彼の仔牛はそれほど大きくはないが、その後速くサイズを増す事

を知った。彼の最も強い特徴は肢蹄で、特に蹄の部分において優れており、また、全体に強さを加えると我々は考

える。彼は長く、デイリーな牛に使われるべきである。我々は、ウィンドブルックが持つ前躯の強さと体の深さを

理由にゴールドウィン娘牛やゴールドウィン息牛による娘牛へ彼を未だに使い、エルヒーローズ娘牛には肢蹄を改

良するために使っている。 

 

  
エリオットデール ウィンドブルック ジリー VG87 

エリオットデール ホルスタインにより繁殖／所有 

このファーストクロップのウィンドブルック娘牛は 2歳 365日で

乳量 11,136㎏、脂肪 3.4％ 377㎏、蛋白 3.2％ 356㎏を生産。 

エリオットデールではジリーの他に 17 頭のウィンドブルック娘

牛を所有 

デュアレーン ウィンドブルック シエラ VG88 

ファーストクロップのウィンドブルック娘牛のもう一つの例。 

オンタリオ州インガーソルのクロエプファー ホールディングス

により繁殖／所有。2歳で乳量 13,086㎏、脂肪 4.3％ 561㎏、蛋

白 3.1％  410 ㎏を生産（291-331-279）。現在 3 歳として

251-302-251％BCAの予測 

 

ウィンドブルック娘牛は、主要なカナダのセールに現れ始めている。マニトバ州で開催されたプレイリー クラシ

ック ナショナル コンベンション セールでは、2011年 8月生まれのウィンドブルックによる仔牛、シーガル ベイ 

ウィンドブルック サンデー ET がプリンス エドワード島フレンチフォートのイーストサイド ホルスタインズに

三万三千ドルで売られた。このアメリカで繁殖され販売を委託された仔牛は GPA LPI＋2767を持ち、高インデック

スのプラネット娘牛、アモン ピーチー シャウナ ET（VG87-USA）から誕生した。3月にケベック州で行われたク

ラックホルム スプリング フィーバー セールⅡでは、もう 1頭のアメリカ生まれのウィンドブルック仔牛、シーマ

ーズ ウィンドブルック ロジーニ ETがオンタリオ州ニュー・ハンバーグのクレイヌック ファームズによって二万

八千ドルの値が付けられた。当時 GPA LPI＋3128を持ちウィンドブルックの仔牛で GPA LPI ナンバーワンだった

彼女は、人工授精所と契約を結んだ。彼女は、ホイッター ファームズ アウトサイド ロズ（EX95-2E-USA-DOM-1*）

へと繋がる若いマンオーマン娘牛から誕生した。 

 

ウィンドブルックの影響は始まったばかり 

 ウィンドブルックの一般市場販売が始まって以降、シーメックスは 35 か国以上に 30 万本以上のウィンドブルッ

ク精液を販売した。販売トップの国には、カナダ、アメリカ、スペイン、イギリス、オランダ、ドイツ、日本、フ
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ランス、イタリアが含まれる。ウィンドブルックは現在 8千頭を超える娘牛がカナダで登録されている。 

 

 ウィンドブルックがサイアーオブサンとして使用されるのは全く驚くことではない。「我々はカナダ、アメリカ、

ヨーロッパで約 40頭のウィンドブルック息牛を検定にかける予定だ」と、シーメックスの遺伝子研究部門の常務取

締役を務めるピエール ラリベルテは話す。「我々はまた、高ジェノミックのウィンドブルック娘牛と契約を結んで

いる」。 

 「これから我々はその息牛を通して、ウィンドブルックの強い影響を目にすることになるだろう」とジュリアン シ

ャボーは話す。「ウィンドブルックの高ジェノミック息牛の大多数はプラネット娘牛を母に持つ。ウィンドブルック

は強さを加え、肢蹄において優れた助けとなり、良く乳の出るプラネット娘牛を上手く補足している」。 

 

 ジレット ウィンドブルックの物語は確かに今始まったばかりである。彼のセカンドクロップ娘牛がその真価を発

揮させ、彼の息牛の来襲が始まる時、我々はこのシーメックス種雄牛にまつわる話をより多く耳にすることを予期

しなければならない。 

 

  
ハートベルド ウィンドブルック ジュエル VG89-4YR 

（母の父：インクワイアー） 

フィールドホルム ウィンドブルック ウィッスル VG88 

（母の父:リンジェット） 

 

ウィンドブルック娘牛 

 


