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COMPUTEX 2019 が究極の e スポーツの祭典になる 
 
COMPUTEX 2019 は、5 ⽉ 28 ⽇から 6 ⽉ 1 ⽇にかけて開催され、e スポーツと XR をテーマと
した展⽰エリアが台北南港展⽰センター ホール 1 の 4 階に設置されます。5 ⽇間の会期中に国
内外のマルチチップ、メモリ、マザーボード、冷却システム、周辺機器などのソフト・ハードウ
ェアソリューションを持つメーカーが集まり、各種 e スポーツの魅⼒を発信し、世界的な e スポ
ーツのエコシステムを構築し、新たなビジネスチャンスの創出に繋げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
台湾貿易センターの President & CEO 葉明⽔  （よう めいすい）は、次のように述べています。 
「ゲームコンテンツとハードウェアのバージョンアップにより、消費者はより⾼いレベルの臨場
感とタイムラグの無いゲーム体験を求めています。そのような状況の中で XR が盛り上がってお
り、VR、AR、MR 等の技術は、⾼解像度の画⾯、臨場感、多様な対話感を統合し、ゲームユーザ
ーに対してより⾼度な没⼊型体験を提供します。COMPUTEX は、著名な e スポーツ運営者を展
⽰会に誘致することで、世界各地のバイヤー、e スポーツチーム、プロゲーマー、ライブ配信プラ
ットフォーム、ゲーム実況者の⽅々と、全⽅位的な対話を⾏い、e スポーツ新興産業のエコシステ
ムを共に創っています。」 
 
ゲームや e スポーツ関連専⾨のマーケットリサーチ会社「New zoo」が発表した最新レポートに
よると、2019 年に世界の e スポーツ市場は、初めて 10 億⽶ドルを突破し、年間成⻑率は 30％
に達すると予測されます。その結果、世界各国のメーカーによる e スポーツ市場の争奪戦が始ま
っています。その中には VR （仮想現実、Virtual Reality）、AR （拡張現実、Augmented Reality）、
MR （複合現実、Mixed Reality）などのインタラクティブテクノロジーも含まれており、ユーザー
の使⽤体験を向上させるための XR（VR、AR、MR 技術の総称、Extended Reality）技術分野も
競争の激しい分野となっています。COMPUTEX では、2017 年に e スポーツ展⽰エリアを設置し
て以来、上流から下流までの連続した完成された産業の仕組みを構築しています。今年はさらに
ASUS、MSI、芝奇 （G.SKILL）、ZOTAC、曜越科技 （Thermaltake）、訊凱国際 (COOLER MASTER)、
華擎（ASRock Incorporation）などの 100 社近くのメーカーが⼀同に介しており、⾒やすさと
楽しさを兼ね備えた e スポーツの祭典となっています。PC 時代の e スポーツ関連メーカーとは、
全く異なる状況になってきています。 



 

 

⾼性能コンピューティングをアシスト、XR が衝撃的な体験を強⼒に後押し  
XR を使った想像を超えた先⾒的技術のアプリケーション製品を⽣み出されることが予想されま
す。XR がインスタントビデオの複雑で巨⼤なデータ操作をサポートするため、⾼性能コンピュー
ティング製品は、衝撃的な体験技術の基幹となります。有名な e スポーツブランドである芝奇
（G.SKILL）が発売した Trident Z Royal シリーズのハイエンド仕様のメモリは、驚異的な読み
取り速度で、全⾯的に CPU の演算処理を助け、パフォーマンスの限界を向上させることに寄与し
ています。 
 
ハードと周辺機器がグレードアップ ユーザー体験の⼤幅な向上 
e スポーツ関連のハードウェアメーカーは、常に⾼性能技術を追い求めており、携帯性と利便性
を兼ね備えたポータブル製品を開発し始めています。⾹港の e スポーツ関連メーカーZOTAC 
Technology は、最も軽量で強⼒なデスクトップ PC である MEK MINI を最近発売しました。超
軽量と⾼性能を兼ね備えた PC は、ゲームユーザーに対して没⼊式体験を習慣化させ市場を変え
ていくでしょう。 
 
e スポーツ関連の周辺機器⼤⼿メーカーは、製品ラインナップをアップグレードさせ、拡⼤する
市場ニーズに応えようとしています。設⽴ 20 周年の曜越科技 （Thermaltake）は、「究極の挑戦
⽔冷 e スポーツ」をテーマに、Level 20 シリーズの BattleStation ゲーミングデスクと多くの新
製品を通して、TT RGB PLUS エコシステムと最適化されたリンケージテクノロジーの組み合わ
せによって、進化した e スポーツ体験を提供します。 
 
COMPUTEX が e スポーツでチャリティートーナメント︕ ZOTAC CUP 英雄連盟慈善杯が初開催 
ZOTAC CUP 英雄連盟慈善杯が、初めて COMPUTEX 2019 の中で開催されるチャリティ型 e ス
ポーツトーナメントです。主催者である ZOTAC Technology は NVIDIA、Intel、Logitech Gaming、
ViewSonic など多数のメーカーと提携し、世界各地のゲームプレーヤーとゲーム実況者、インフ
ルエンサーを招待し、共同でチャリティ型 e スポーツトーナメントを開催します。決勝戦は 5 ⽉
30 ⽇から 6 ⽉ 1 ⽇まで台北南港展⽰センター ホール 1 の 4 階 M0820 で開催されます。本トー
ナメントを記念して ZOTAC からアメリカの Esports Foundation とドイツの Gaming Aid、そし
て Make-A-Wish Foundation などを含む慈善事業団体に対して 10 万⽶ドルが寄付されます。 
 
 

■その他の情報 
 COMPUTEX 2019 ⽇本語サイトはこちら 
 COMPUTEX 2019 参加申し込みはこちら 
 COMPUTEX Facebook はこちら 
 台北南港展⽰センター ホール 1 の 4 階のフロア－マップはこちら 
 

  



 

■ZOTAC CUP について 
⾹港の e スポーツ関連メーカーZOTAC Technology が主催する「League of Legends（中国
語︓英雄連盟）」を競技種⽬とした参加費無料の e スポーツトーナメントです。2019 年 4 ⽉ 20
⽇から 5 ⽉ 5 ⽇にかけてアジア、南北アメリカ、ヨーロッパで地域予選が⾏われ、各予選の優
勝者は台湾台北市の COMPUTEX TAIPEI 2019 会場を舞台とした決勝リーグへとコマを進める
ことができます。決勝リーグ進出者のための渡航費⽤は ZOTAC が提供します。また、本トーナ
メントを記念して ZOTAC から慈善事業団体に対して 10 万⽶ドルが寄付されます。トーナメン
トにプレイヤーとして参加、あるいは情報をシェアすることで、e スポーツを通じたチャリティ
活動に貢献することができます。 
 
■COMPUTEX について 
1981 年以来、30 年以上にわたり ICT 産業の成⻑と共に、業界の変動そして成⻑を続け、アジア最
⼤の⾒本市へと成⻑を遂げることができました。世界の ICT 産業サプライチェーンを完備し、世界の
テクノロジー・エコシステムを創るという⽬標のもと垣根を超えたビジネスアライアンスの構築を⽬
指しております。 
 
■台湾貿易センター（TAITRA ＝Taiwan External Trade Development Council）について 
台湾貿易センターは、1973 年に東京で⽇本事務所設⽴以来、台⽇間の貿易促進、パートナーシップ
の強化を⽬指し、年間 20 以上の⽇本市場開拓ミッションを招いているほか、数多くの⾒本市へ出展
し、⽇本、台湾間の貿易の振興を図っております。また台湾企業の国際競争⼒の強化と世界市場への
進出を⼿助けし、同時に外国企業に対しても台湾での市場拡⼤をサポートしています。このような活
動を通して、台湾製品をより多くの皆様に知っていただけるよう、⽇々たゆまぬ努⼒を続けていま
す。 
 
 
【報道関係者からのお問い合わせ先】 
台湾貿易センター東京事務所 COMPUTEX 担当  林 冠芝（りん かんし） 
TEL: 03-3514-4700 
E-mail︓lin@taitra.gr.jp 
 
【COMPUTEX 広報事務局】  
共同ピーアール株式会社  担当︓深澤、⼲場、⻲⽥ 
TEL: 03-3571-5176 
E-mail: computex-pr@kyodo-pr.co.jp 
 


