
タッチベースのコラボレーシ
ョン デバイスを採用してさら
なる勝訴を目指す、テクノロ
ジ指向の法律事務所
法律事務所 Bartlit Beck Herman Palenchar & Scott LLP は、法廷の中でも
外でもさらなる実績を上げるために積極的に新しいテクノロジを採用
しています。現在、この事務所は Microsoft Surface Hub を使用して、
コラボレーションの障壁を打ち破り、クライアントに成果をもたらす
説得力のある弁論を展開しています。
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Bartlit Beck Herman Palenchar & Scott LLP は全米屈指の
有名な弁護士事務所です。シカゴとデンバーに拠点を置
いており、所属弁護士のスキルと創意を最大限に高める
ことで、信頼できる弁護を行っています。

革新という伝統
従来、法律事務所は作業時間に応じて料金を請求するというのが通例
です。つまり、時間数が多ければ多いほど報酬が高くなります。 しか
しこれは、受賞歴もある Bartlit Beck Herman Palenchar & Scott LLP には
当てはまりません。20 年以上も前に創設者たちが裁判の結果に基づい
て請求するという方針を決め、これは今でもこの事務所の特徴として
受け継がれています。事務所が得る報酬は、弁護士が訴訟で勝利をも
のにできるかどうかにかかっており、そのためには一刻も無駄にする
ことはできません。

Bartlit Beck の最高執行責任者兼ファーム カウンセルを務める Alex 
Buck 氏は、このモデルを改善し、クライアントのロイヤルティと健全
なビジネスを促進する結果をもたらす方法を常に模索しています。「
単に人を増やすだけではなく、できる限り効率のよい方法で最高品質
の仕事をしたいと考えています」と彼女は話します。

Buck 氏によれば、IT への積極的なアプローチはきわめて重要で
す。Bartlit Beck では、弁護士たちが密接に連携して作業できるように
さまざまなツールを用意しています。オフィスの中でさえ彼らは常に
動き回っているためです。「電子メール、Skype for Business Online、
電話会議、ビデオ会議は、私たちの結束に欠かせません」と Buck 氏。 

「Surface Hub を使
用することで、証
人は安心感を得ら
れ、陪審員は状況
を理解しやすくな
るでしょう。すべ
ての訴訟でそれが
実現することを願
っています。」

—Alex Buck 氏 Bartlit 
Beck、最高執行責任者兼

ファーム カウンセル



また、法廷内でテクノロジを活用する可能性も見据
えています。法廷では多くの場合、どちらに説得力
があったかによって結果が決まります。Bartlit Beck 
は、複合的な証拠や弁論を裁判官や陪審員に印象付
けることができるソリューションを求めています。

創造的コラボレーショ
ンのために新しいツー
ルを活用
Bartlit Beck によって導入された最新イノベーション
は、84 インチ Microsoft Surface Hub です。これは、
ビデオ会議、プレゼンテーション、デジタル ホワイ
トボード機能を高度な 4K タッチスクリーンに統合し
たタッチベースのコラボレーション デバイスです。 
Bartlit Beck の弁護士たちは、Surface Hub を使用して
チームワーク、創造性、弁論のインパクトを最大限
に高めます。

Bartlit Beck は、テクノロジを積極的に採用すると
いう事務所の精神に基づき、早期提供プログラムの
一貫として Surface Hub を日常業務に組み込むこと
を決めました。弁護士やスタッフたちは、拡張され
たビデオ会議機能を含む最新バージョンを使用しま
す。Microsoft OneNote や Skype for Business Online 
を Surface Hub で直接使用することもできます。  

Bartlit Beck は訴訟のあらゆる段階で Surface Hub を
活用し、他の法律事務所との差別化要因である創造
性、促進力、チームワークを強化します。会議では 
Surface Hub がオンライン コラボレーションの中心と
して機能します。会議室でもリモートでも、弁護士
とクライアントが集まって情報を共有し、アイデア
のブレーンストーミングを行い、訴訟での勝利を目
指します。そして、Bartlit Beck の弁護士たちが証人
への尋問や陪審員に対する弁論を行う際には、書類
から動画や音声にスムーズに切り替えて、判決を左

右する可能性のある細部の情報まで掘り下げたり、
そうした情報を力強い弁論に組み込んだりできるよ
うになります。

創造的なつながりの促
進
Bartlit Beck ではブレーンストーミングやデジタル ホ
ワイトボード活用の習慣があったため、ごく自然に 
Surface Hub を導入することができ、すぐに業務の
一部になりました。 「Surface Hub にペンで書き込
んだ結果を OneNote に保存すれば、他のチーム メ
ンバーとすぐに共有できます」と Buck 氏。

また、どこにいるかに関係なくだれもが簡単に話せ
ることは、きわめて親しみやすく生産性の高い体
験であるとも指摘しました。「Surface Hub を使え
ば、自分のドキュメントを開いてチームと簡単に共
有できます。たとえば、デンバーにいる同僚に参加
してもらう場合は、Surface Hub を使用して Skype 
for Business Online で接続し、顔を見て話したり、
画面を共有したりできます。まさに、チームのシー
ムレスな統合です。」



「たとえば、デン
バーにいる同僚に
参加してもらう場
合は、Surface Hub 
を使用して Skype 
for Business Online 
で接続し、顔を見
て話したり、画面
を共有したりでき
ます。まさに、チ
ームのシームレス
な統合です。」

—Alex Buck 氏 Bartlit 
Beck、最高執行責任者兼

ファーム カウンセル

法廷の活性化
Bartlit Beck は、証言や審理のプロセスでも Surface Hub を使用するメ
リットを認めています。 「特に証人への尋問では、文書が多用されま
す」と Buck 氏は言います。「Surface Hub を使用すれば文書を見やす
く表示でき、書き込みを加えたり、重要な箇所を強調したりできるで
しょう。そうすることで、証人だけでなくだれもが状況を簡単に理解
できるようになり、証言のあり方そのものが変わるはずです。」

この事務所では公判での Surface Hub の使用を計画しています。文
書、画像、ビデオを簡単に切り替えることができ、証人、陪審員、裁
判官が証拠をより正確に把握できるようになるでしょう。Bartlit Beck 
では Surface Hub のリリースに備えて、公判用プレゼンテーション ソ
フトウェアの開発者と共に、デバイスでソフトウェアがスムーズに機
能するよう調整を行いました。

「現在は、証拠物件が書類やプロジェクターで提示されており、公判
のプロセスは非常に堅苦しく感じられます」と Buck 氏。このような型
にはまった説明方法では、弁護士が証人尋問や他の検証にその場で対
応することが難しくなります。「Surface Hub を使用することで、証人
は安心感を得られ、陪審員は状況を理解しやすくなるでしょう。すべ
ての訴訟でそれが実現することを願っています。」

Microsoft Surface Hub
Surface Hub は、Windows 10、OneNote、Skype for 
Business などの Microsoft のソフトウェアやサービスとの
連携によってグループの力を解き放つ、コラボレーション 
デバイスです。

Microsoft Surface Hub について詳しくは、以下をご覧くだ
さい。 www.microsoft.com/surfacehub
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