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人工授精所を通して後代検定にかけられ成功してきた種雄牛のラインナップに至っては、コムスター ローリー 
シーク ET（VG88-23*）ファミリーが収めてきた成功に匹敵するカウファミリーは世界にほとんどいない。今日ま

でこのローリー シーク ファミリーは、コムスターの冠名を持つ 13 頭のクラス エクストラ、18 頭のスーペリアー 
プロダクション、そして 9 頭のスーペリアー タイプ種雄牛を作出してきた。コムスターは、ケベック州ビクトリア

ビル所在のマーク&フランス コモトワ及びコムスター ホルスタインの家族による牧場の冠名である。これら種雄

牛の内 4 頭は“ミリオネアー”サイアーになった。コムスター リーダー（EX-Extra’96&GM）、コムスター リー

（EX-Extra’97）、コムスター アウトサイド（EX95-Extra’98&GM’12）、そしてコムスター エルヒーローズ

（EX97-Extra02’）の 4 頭である。エルヒーローズとコムスター ストーマティック（EX-Extra’02）はまた、カナ

ダ LPI でナンバーワンになったこともある。 
 

コムスターの冠名を掲げる種雄牛 13 頭がクラス エクストラに認定され、 
彼らは皆コムスター ローリー シーク ET（VG88-23*）の末裔である 

 

71H1181 コムスター リーダー（EX-Extra’96&GM） ブラックスター×ローリー シーク 

73H1800 コムスター ラスト コール（GP-Extra’96） チーフマーク×ローリー シーク 

73H2239 コムスター リー（EX-Extra’97） レイダー×ローラ ブラック 

73H2272 コムスター トップガン（VG-Extra’98） ソアー×ローラ ブラック 

73H2479 コムスター アウトサイド（EX95-Extra’98&GM’12） プレリュード×エル オア ブラック 

39H0767 コムスター マリブ（VG-Extra’01） メイソン×ロージアン アスター 

72H1758 コムスター エルヒーローズ（EX97-Extra02’） メイソン×ローラ ブラック 

200H4144 コムスター ストーマティック（EX-Extra’02） ストーム×ローザン ブラック 

200H5588 コムスター ローソリティー（Extra’10） ゴールドウィン×ローテルマ イグナイター 

200H5841 コムスター エル トリードール（VG-Extra’12） ボルトン×ロータミー タイタニック 

200H5839 コムスター ロートレック（Extra’12） ボルトン×ロージアナディア チャンピオン 

200H5954 コムスター ラウマン（Extra’13） バクスター×ロータミー タイタニック 

200H5983 コムスター ローバーンズ（VG-Extra’13） ミスターバーンズ×ローテルマ イグナイター 
 

ローリー シーク ファミリーの種雄牛でコムスターの冠名を掲げる 4 頭は“ミリオネアー”サイアーである： 
リーダー、リー、アウトサイド、エルヒーローズ 

 

コムスター ホルスタインのマーク コモトワと伝説のコムスター ローリー シーク ET（VG88-23*）写真：PAB 



 

オンタリオ州ゲルフ所在のシーメックス（CIAQ、EastGen、Westgen 及びその先人がオーナー／パートナー）

ほどローリー シーク ファミリー種雄牛に投資をしてきた人工授精所はない。CIAQ とシーメックス両方の先の総

支配人ロバート チコインは、ローリー シーク ファミリーの構築と発展をその初めから見ており、このファミリー

から誕生した種雄牛がシーメックスで収めた成功を当然ながら誇りに思っている。彼が言うように「コムスターは

クラス エクストラ種雄牛作出においてカナダをリードするブリーディング組織であり、これまでに 13 頭がそのス

テータスに達している。ローリーシーク自身の息牛 2 頭を含むその 13 頭は皆、それぞれのペディグリーの母系を通

してローリー シークへと遡る。これら種雄牛は皆シーメックスのパートナー組織によって検定に掛けられ、シーメ

ックスによって世界中に販売された。コムスターはまた、4 頭の“ミリオネアー”サイアーのブリーダーでもある。

“ミリオネアー”サイアーとは、100 万本以上の精液を販売した種雄牛を意味する。世界のその他どの組織もこの

偉業を再現してはおらず、そしてもちろん、これらは皆ローリー シーク／シーメックス種雄牛である。」 
 過去を振り返りチコインは、1990 年代後半に生まれたトーマー ブラックスターET によるローリー シークの息

牛 1 頭と娘牛 3 頭が皆、シーメックスに重要な意味を持っていた事を認める。その理由を彼はこう表現する。 
 コムスター リーダー（EX-Extra’96&GM／71H1181）：「彼はコムスターの“ミリオネアー”サイアーの内の 1

頭である。彼は数々のショウ勝利牛を含む長命な牛を世界中に多数作出した。彼の息牛の 1 頭マーキム サンダ

ー（VG-ST’01／73H2902）は、デュドック ミスター バーンズ（VG-Extra’09／200H5024）の父である。ミ

スター バーンズは非常に有名で高く尊敬されるレッドキャリア種雄牛で、最近素晴らしい成績を持って現れた

息牛が数頭存在する。レッドのホルスタイン牛のペディグリーに、より多くローリー シークの名を見るように

なるのは疑いの余地がない。」 
 コムスター ローラ ブラック（VG87-24*）：「彼女は 3 頭のクラス エクストラ種雄牛、コムスター リー、コム

スター トップガン、コムスター エルヒーローズの母である。リーとエルヒーローズは共にそれぞれの生涯に

おいて 100 万本以上の精液を生産してきた。リーはシーメックスの体型スペシャリストであるウィルコックス

ビュー ジャスパー（VG-ST’04／200H0142）とセダーウォール スパート（EX93-ST’03／200H0113）を作出

した。エルヒーローズはエクセレント 97 点に記録されたカナダ最初の種雄牛である。彼は多くの優れたショウ

活躍娘牛と共に、クラス  エクストラ息牛カロナ  ボネアー

（VG-Extra’08／200H5139）を作出した。」 
 コムスター エル オア ブラック（VG87-16*）：「シーメックスの

歴史上非常に意義深いのがエル オア ブラックの息牛コムスター 
アウトサイド（EX95-Extra’98&GM’12）である。彼もまた、ロ

ーリー シークの“ミリオネアー”の 1 頭である。アウトサイドは

素晴らしいブルード カウと強く良い体型の雌牛を作出し、その内

カナダだけで 880 頭以上がエクセレントになっている。彼は世界

中のホルスタイン エリート種雄牛群の中に息牛及び孫息牛数頭

を持つ。 
 コムスター ローザン ブラック（VG87-23*）：「1 頭のエクセレン

トと 16 頭のベリーグッド娘牛の他、ローザン ブラックは世界的

に有名なコムスター ストーマティック（EX-Extra’02）の母であ

る。ストーマティックは素晴らしい肢蹄をした非常に魅力的な牛

を作出する。彼にはカナダで EX97 を記録した娘牛の他、オール

アメリカン及びオールカナディアンの娘牛が数頭いる。ストーマ

ティックにはまた、彼が持つ例外的な体型改良能力を非常に優雅

に受け伝える息牛も存在する。ローザン ブラックの娘であるコム

コムスター リーダー（EX-Extra&GM） 

コムスター アウトサイド（EX95-Extra&GM） 



 

スター ローテル エマーソン（VG85-2*）は、コムスター ローテルマ イグナイター（VG89-18*）の母である。

彼女は 2 頭のクラス エクストラ息牛で、非常に人気の高いコムスター ローソリティー（Extra’10）と新しく

検定済みになったコムスター ローバーンズ（VG-Extra’13）の母である。ローバーンズの父ミスター バーン

ズはコムスター リーダーの孫息牛であるため、彼にはローリー シークの血液が二度入っている。」 
 ローリー シーク ファミリーに由来する最近最も人気の検定済み息牛は、確かにシーメックスのコムスター ロー

ソリティー（Extra’10）である。コムスター ローテルマ イグナイターから誕生したこのゴールドウィン息牛は、

2010 年 8 月に LPI 種雄牛リストの第八位でデビューし、2010 年 12 月には第二位に浮上した。彼は次の年もトッ

プ 10 位内に留まった。現在第 46 位である彼は、GLPI＋2628 を持ち、タイプは＋15 である。カナダ国内には彼の

娘牛 11,000 頭以上が登録されている。彼の 159 頭の搾乳娘牛は、成牛換算（ME）平均で乳量 11,611kg、脂肪 3.9%、

蛋白 3.2%（219-239-222）の数値を持つ。彼のファーストクロップ娘牛 159 頭の内、79%がグッドプラス以上で、

それには 2 頭のエクセレント及び 30 頭のベリーグッドが含まれる。昨年彼は 1 頭のオールカナディアン、2 頭のリ

ザーブ オールカナディアン娘牛を作出した。その中の 1 頭が MD ダンローフィン ロース エリーET で、彼女はロ

イヤル ウィンター フェアのシニア カーフクラス第一位になり、ジュニアチャンピオンを獲得した。「ローソリテ

ィーは、このファミリーが今後ホルスタイン品種にどのような影響を与え続けていくかを示している」とシーメッ

クスのサイアー アナリスト、マイク ウエストは言う。「彼は乳用牛としての特質とタイプ、非常に優れた肢蹄、強

さと容積のある質の良い乳房を伴った充実した能力を提供する。ローリー シーク ファミリーに知られるこうした

多くの形質を、彼は一つにまとめている。シーメックスの Showtime™種雄牛であるローソリティーの娘牛をショ

ウリングでより多く見るようになることに関し我々は楽観的でいられる。」 
 今日のシーメックスにおけるもう 1 頭のローリー シークの“スター”が、コムスター ラバンガード（GP-ST／
200H5630）である。彼はコムスター ロータミー タイタニック（VG89-20*）から誕生したゴールドウィン息牛で

ある。「ラバンガードは、近年我々が見てきた中でも最も印象的なヤングサイアー検定娘牛グループを持つことで未

だ良く知られる」とマイク ウエストは言う。ラバンガードは 2011 年 8 月に彼の最初の公式成績を受け取った。彼

は現在 GLPI＋2367 に位置し、タイプ＋12、肢蹄＋15 を持つ。体格審査を受けた彼の娘牛 442 頭の 75%がグッド

プラス以上で、56 頭がベリーグッド、275 頭がグッドプラスである。彼の 380 頭の搾乳娘牛は、成牛換算平均で乳

量 11,537kg、脂肪 3.9%、蛋白 3.1%（218-231-216）の記録を持つ。「ローリー シーク一族において我々が価値を

認めるようになった事の一つがその一貫性であり、この言葉はラバンガードを非常にうまく表現する。Repromax™、

HealthSmart™そして Calving Ease™種雄牛の称号を得ていることは、ラバンガードがどれほどの可能性を持って

いるか、そしてなぜ彼がこれほどまでに人気なのかを示している。彼が持つ最も優れた特徴はその肢蹄であり、ホ

ルスタイン品種の中でもベストな内に入る。彼の娘牛は並外れた歩様をする理想的な蹄を持ち、それは全泌乳期間

で彼女たちの健康を維持する。」 
シーメックスのサイアー アナリスト ジュリアン シャボーは、シー

メックスがローリー シーク ファミリーの種雄牛に投資し続ける理由

は単純だという。「これほど多くの成功を収めた検定済み種雄牛が一つ

のカウファミリーから誕生してきた事を思うと、そのファミリーと共

に働き続けることはただ自然なことである。ローリー シーク ファミ

リーの異なる全ての流れには、種雄牛の母として選択し使用するエリ

ート雌牛の幅広い選択肢が常に存在する」と彼は言う。このローリー 
シーク一族はまた、シーメックスの興味を未だ引いているとシャボー

は言う。「なぜならばマーク コモトワはこのファミリーに最新の種雄 コムスター リー（EX-Extra） 

ShowTime™：SEMEX のエリートショウタイプ種雄牛に与えられる称号。ショウリングで活躍する特別なタイプの牛を作出 
Repromax™：SEMEX 種雄牛の中でもより高い受胎率を持つ種雄牛に与えられる称号 

HealthSmart™：より健康で長生きする娘牛を作出する能力を持つ SEMEX 種雄牛に与えられる称号 

Calving Ease™：難産がより少なく、未経産にも使用可能な SEMEX 種雄牛に与えられる称号 



 

牛を使い続け、何世代にも渡ってローリー シーク ファミリーのメン

バーを LPI ランキングの上位に保持することができたからだ。そして

今度は、成績の高いエリートなジェノミック種雄牛の使用がこのファ

ミリーをまた次のレベルへと発展させる助けになるだろう。」 
 ローリー シークファミリーに由来する、シーメックスの前途有望な

若いジェノミック種雄牛の中に、コムスター ロートラスト（200H3910）
がいる、とシャボーは言う。この2012年6月生まれのスーダン息牛は、

コムスター ロータマイ マンオーマン（VG87）から誕生した。ロータ

マイは昨年のセールオブスターズでオンタリオ州のメープル ウッド 

ファームズ、オコナー ランド&キャトル Co.、そしてシルバーキャッ

プ ホルスタインズに売られたマンオーマン（14H4929）娘牛で、現在

GLPI 経産牛リストの第三位に位置する。ロートラストは GPA LPI＋
3310 を持ち、LPI 基準でスーダン息牛中世界ナンバーワンである。ロ

ータマイにはまた、2012 年 3 月生まれのスーパーソニック（200H2698）
による息牛コムスター スーパーシード（200H3911）がおり、彼も

GPA LPI＋3104 と GTPI＋2357 で上位に位置する。2011 年 9 月生ま

れのスノーマンによるロータマイの母方兄弟ペア、コムスター ロース

マート（200H6431）及びフローランド ローマン（200H6435）もま

た前途有望である。「分割卵による彼らは共に、素晴らしい生産能力を

示している」とシャボーは言い、「そして彼らは未だ GPA LPI＋3128 の位置に付く。彼らはシーメックスのメイテ

ィング種雄牛として使われており、ブリーダーは彼らに注目すべきだ」 
 ローリー シーク ファミリーの種雄牛は世代を超えて成功し続けている。なぜだろうか？ジュリアン シャボーは

この質問に対する彼の考えを分かち合う。「まずしっかりとした基盤に始まり、そして次世代の成功牛を生産するた

めに入手可能なベストの種雄牛を使い続ける。また、ローリー シーク一族は非常に万能なファミリーであり、エリ

ート能力種雄牛、エリートタイプ種雄牛、そしてローソリティーのような完全なるスーパースターも同様に作出す

ることができる。」 
 ローリー シーク ファミリーは間違いなくシーメックスのプログラムにおいて非常に重要な役割を果たしている。

ロバート チコインが言うように、「コムスター ローリー シークは、ホルスタイン品種において高く尊敬される世

界的なブルード カウの中でも最も優れた一頭であることが証明されている。そしてその他どの個人所有牛も、ロー

リー シークがシーメックスとその顧客にもたらしたほどの影響を授精所組織のプログラムに与えていないだろう。

これまでにシーメックスは、ローリー シークの流れによる種雄牛の精液を 9.6 百万本以上販売している。」 
 コムスター ホルスタインのマーク コモトワは、ローリー シーク ファミリーから種雄牛を入手し検定にかける

ことに関して、彼がシーメックス及び人工授精業界その他の関係者から得てきた支援に深く感謝している。「人工授

精組織、輸出業者、酪農業界における出資者、そしてローリー シーク ファミリーの宣伝を助けてくれた広報担当

者に感謝したい」と彼は言う。 
マーク コモトワのブリーディング哲学「理論的なバランス ブリーディング」は、常にローリー シーク ファミリ

ーの成功の核心にある。この哲学に集中し、ローリー シーク ファミリーのトップ雌牛メンバーをベストな種雄牛

と組み合わせることで、コムスター ホルスタインはこれまでにも、そしてこれからもこのファミリーによる人気ト

ップ種雄牛を生産し続けるだろう。■ 

コムスター ストーマティック（EX-Extra） 

コムスター エルヒーローズ（EX97-Extra） 


