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会社情報:
本社所在地：405 Avenida Granada Suite 408
San Clemente, California 92672
日本拠点：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目8番3号
モドマルシェ赤坂3階
設立（法人化）：2012 年 4 月 合同会社化

会社概要:







米国において 30 年以上にわたり訴訟事案をサポート
2007 年よりアジア圏を専門としたディスカバリーサポート開始
151 件の日本を主としたアジア圏の案件を経験
2012 年に合同会社化
アジア・アメリカに特化したサービスの展開
各地域の拠点
ニューヨーク、ワシントン D.C、サンフランシスコ、ロサンゼルス、
シカゴ、ダラス、デンバー、東京、北京、厦門、香港、ソウル、台

主要サービスメニュー:

北、シンガポール







ディスカバリーサービス
デジタル監査サービス（Forensics）
アライアンスサービス
メディアサービス
翻訳サービス

Customer Markets Served
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グローバル展開

シームレス化

Amer Asia Law 拠点
Amer Asia ホスティングセンター
Amer Asia 提携法律事務所

米国

アジア

ニューヨーク
ワシントン D.C.
サンフランシスコ
ロサンゼルス
シカゴ
ダラス
デンバー
サンクレメンテ

東京
北京
厦門

香港
台北
ソウル
シンガポール

アメールアジアサービス:

ディスカバリー
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メディア
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Full Service

Publications
Amer Asia TV

Machine
Enhanced Machine

Chambers 100 Firms
Asia
America

Seminars
Asia
America

Legal Human
Certified Human
Asia/America
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e ディスカバリー
当サービスでは、政府機関の調査、企業間の法的紛争に関連した証拠開示に関連する費用を最小限に
抑え、かつ膨大な業務負担を低減することで、アジア企業の法務部門、法律事務所の御担当者様を内
外からサポートします。弊社米国スタッフとアジア拠点のスタッフが連動し、経済的で機密性の高い
ディスカバリー計画を策定し、御客様にサービスをご提供します。

ディスカバリーコンサルティング

ディスカバリーサービス
End to End サービス

ー準備

かつ経済的な費用モデル

情報管理

保全・収集

ECA
プロセス

ホスティング

解析・
レビュー

テクノロジー
＆ワークフロー

翻訳

作成
提出

コンサルティング

バタフライ効果

テクノロジー &
ワークフロー
ディスカバリー計画/法廷証言

Case study
Case
中国大手 SOE（国有企業）が、米国の裁判所でディスカバリーサンクションに直面したケース
Challenge
中国国家機密に関する法律を遵守しながら、米国裁判所の要件を満たす方法
Strategy
中国と米国のディスカバリプロトコルを組み合わせた『Dual Defensibility』にて対応
Solution
・アメールアジア中国と米国メンバーで法廷証言
・北京企業のファイアウォール内の国家機密文書 1TB をフィルタリング
・データ分析によりレビューコストを 75％カットし、1 週間で対応
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デジタル鑑識・調査（Forensics）
当サービスでは、企業資産の横領、情報漏えい、不正使用といったインシデントを終息させるため、デジタ
ル端末に残された証拠となりうる痕跡を探します。平時においても、重要デジタル資産を保護・管理するこ
とで、企業の法務部門や IT 部門の御担当者様をサポートします。
また、政府機関の調査の際、アジア企業の代理人をする米国の法律事務所では、クライアントのコストを
軽減しながら、証拠開示をする際に弊社サービスを活用されています。

Zero²∞

ご提供サービス







不正調査、退職者の調査（主にデジタル機器対象）
デジタル資産に関する企業ポリシーとプロトコルの
開発
ネットワーク上の不審な動きを監視
ネットワーク通信上の重要デジタル資産の識別とキ
ャプチャー
デジタル資産に関する不正行為者の調査及び法的サ
ポート
政府機関の調査に関する準備、ドキュメント作成及
びディフェンシビリティ

Zero²∞のメリット
1．重要デジタル資産のロスによる企業損失
2.
3.
4.
5.

をコントロール。
様々な IT 環境・ニーズに合わせたサポート力
ネットワーク通信上の不審行為を自動検出。
膨大なメールデータ等の効果的な選別。
不正実行者に対する効果的な調査及び訴訟サポ
ート

CASE STUDY
Case
台湾のグローバル企業において、従業員が公開前製品情報を不正に持ち出したケース
Challenge

ＰＣ端末に残された痕跡の調査、ネットワーク上の不審なアクセスの検知、ログの調査
Strategy

個人の PC 端末を調査した後に、内部協力者の有無の調査と再発防止のため、社内全体を網羅する
ソフトウェアを使用し、ネットワーク通信上での危険項目をフラグ化し、不審行為を監視。
Solutions

•
•
•
•

アクセス制限により新製品情報の盗難リスクを最小限化
Zero²∞ （ゼロ 2 インフィニティ）、ネットワーク上のデジタル資産を管理するソフトウェアの展開
デジタル資産に関する内部規定の整備
PC 端末のデータ復元、検索等
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アメールアジア・アライアンス
当サービスでは、相互に有利な教育や専門的な関係のためにアメリカとアジアのトップ法律事
務所、企業や弁護士を結集します。
アジア、アメリカから人材・ノウハウを結集し、効果的な法的戦略を実装します。

代表的な案件分野
企業間紛争
反トラスト
M＆A
資産凍結/トレース
詐欺
雇用/労働
知的財産
商標/著作権
証券
プライバシー/データ保護

CASE STUDY
米国の大手企業が詐欺による不当表示のため外国法人を訴えたケース
Challenge

原告が詐欺の被告が所有する香港の銀行口座に送金した、被害額の 4,000,000 US ドルを保全する方法
Strategy
香港の裁判所でマレーバ差止命令のための申請
Solutions
 原告は、香港の法律事務所のサービスに関して、アメールアジアアライアンスに連絡。
香港に拠点を置く GALL 法律事務所が資産を追跡し、米国管轄被告の香港金融資産
を凍結。米国ケースの最終的な判決まで 4,000,000 US ドル以上を保持させる。
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アメールアジアメディア
当サービスでは、太平洋の両岸に位置する法律事務所とアジア企業のためのマルチメディア通信
プラットフォームを提供します。
弊社が刊行する Magazine では最新の事例、最新技術の紹介など。アジア拠点での合同セミナー
などをサポートし、御客様と法律事務所のマッチングの機会をご提供します。

メディアサービス
•
•
•
•
•
•

アメールアジア Magazine
アメールアジア TV
アメールアジア Whitepaper
アメールアジア Webinar
アメールアジア Conference
アメールアジア Network

CASE STUDY
中国の法律事務所が米国やアジアからの新規顧客の獲得に取り組んだケース
Challenge
中国の法律事務所が、米国でのマーケティングを強化する方法
Strategy
米国に拠点を持つアメールアジアを活用し、効果的なキャンペーンに集中
Solutions
 アメールアジアメディアキャンペーンで、中国特許の分野を中心に展開
 弊社リストより、中国の業務を行う内外のカウンシルを選別
 アメールアジアマーケティングシリーズ-「中国における知的財産権取得と防衛」
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E M T

翻訳サービス

当サービスでは、専用設計されたセキュアでアクセスしやすいインターフェースを介し、画期的な翻訳
サービスを御客様に提供します。比類のない翻訳スピードと読みやすい品質により、御客様の業務負担
軽減と納期の短縮をサポートします。

ご利用内容
契約


“Client Pitch” research
o
o

In Country Writings
IP Prior Art

紛争分野
 New Complaint
o

4 つ翻訳メソッド

o
o
o

1) 機械翻訳 （Bulk）
2)



Enhanced Machine Translation

Discovery
o

3) ヒューマン翻訳
4) リーガル認定翻訳
・Better – 人間翻訳の品質に近い学習機能を使用して翻訳
・Smarter - 必要に応じて、関連のある情報、コレクショ
ン、ドキュメント、抜粋のみを翻訳
・Faster- 一晩で数 100 の文書を翻訳
・Cheaper- 不必要な文書を翻訳しない

o
o
o



Case Analysis
o IP Claims
Pleadings
Subpoena’s
Letters Rogatory
eDiscovery
o Client Docs
o Incoming Prods
Deposition transcripts
Request for Admissions
Interrogatories

Trial
o
o

Court evidence
Exhibits

o
o
o

Communications
Price Lists
Technical Docs

社内調査

企業法務分野
o
o
o
o

Due Diligence
Contracts
Purchase Agreements
Prospectus

CASE STUDY
米国において、日本企業の M＆A 取引が、セカンドリクエストに直面したケース
Challenge:
DoJ のプロダクション締め切りが 6 週間で 140,000 ページ以上のデータを処理
Strategy:
時間を節約し、仕様に準拠する為、レスポンスに応じ順次処理を進める
Solution:
MT（機械翻訳）、MT ポスト編集、正確な翻訳、認定法的翻訳（23 名のプロジェクトマネージャーと 10 パート
ナーが 5 つの大陸にいる 493 名の翻訳者を管理）
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御取引先一覧（抜粋）

御客様の声
・「数々の障害や時間の制限にもかかわらず、すべてが上手くいきました。素晴らしいプロジェクト」
でした。
・「素晴らしいサポートでした。他のアメリカのベンダーではこの結果は得られませんでした」
・「なぜアメールアジアを選んだか？アメールアジアのようなサポートを見たことがないからです」
・「なぜアメールエイジアをパートナーにしたのか？それは簡単です。8 年間で 148 案件のアジアの実
績があるからです」
・「米国を知っている業者、日本を知っている業者はありますが、両方を知っているのはアメールアジ
アだけです」

info@amerasialaw.com

www.amerasialaw.com

