
For more information please contact Loss Prevention Manager Terje R. Paulsen, email terje.paulsen@gard.no or  
Loss Prevention Executive Marius Schønberg, email marius.schonberg@gard.no 

The information is provided for general information purposes only. Whilst we have taken every care to ensure the accuracy and quality of the information 

provided at the time of original publication, Gard AS can accept no responsibility in respect of any loss or damage of any kind whatsoever which may arise  

from reliance on this information. www.gard.no  

 

 © Gard AS, January 2010 gardyourship

損害防止サーキュラー No. 01-10 
 
 
 
LOI, LOUそしてBLG－混乱？ 
 
 
背景 
海運業界でLiabilityに関するクレームを取り扱う際、通常のクレーム処理では使わない専門用語に

出くわすことがしばしばある。 
 
LOI、LOU、BLGといった省略語はしばしば用いられるが、時として混乱と誤解を生む典型的な例

である。 
これらの書類は、よく事態が悪化するときに必要となるものとして認識されるが、しかしこれら

の書類の具体的内容や、その機能については理解されていないことが多い。また、書類の内容が

法律尊重主義的で非常に詳細に記載されている場合が時折ある。 
 
このサーキュラーは、これらの書類がそもそも何のために出されるものであるのか、また当事者

の権利を守るためにいかなる内容が記載されているべきなのかについて説明する。 
 
LOI-Letter of Indemnity 
ある当事者が他の当事者に通常のあるいは法定の業務からはずれるように求めるとき、補償確約

を与えることが必要となる可能性がある。Letter of 
Indemnityは、LOI名宛人が当該LOIに記載された特別な要請・命令に従ったことによって被った責

任、損失、コストや費用をLOI振出人から回収する権利を与えることを目的とした書類である。 
海運においての典型例は用船者が運送人に対して貨物を揚げ地において貨物受取人による船荷証

券原本の呈示なくして荷渡しをするよう命じるものである。これらの状況下においては、このよ

うな命令に従った結果運送人が負う責任はP&I保険から除外される。しかしInternational 
Group(国際P&Iグループ)ではLOIのスタンダードフォームをドラフトして加入メンバーの用に供し

ており、その文言は運送人が賠償を受けるに際して有利なように作られている。P&I保険の填補範

囲の問題は変わらないが、LOIは運送人に、傭船者に対する明白な求償権利を与えるものである。 
 
Letter of Indemnityには通常以下の内容が盛り込まれるべきである 
―具体的事実関係と発行理由 
―補償の対称となる特定のリスクの列挙 
―クレームディフェンス費用に係るファンド提供の合意 
―船舶や資産が差し押さえられた場合の保証を提供する同意 
―LOIの下で連帯して責任を負うべきすべての当事者のリスト 
―LOIの準拠法と裁判管轄 
 
LOIはどんな種類の問題に対してもすべての解決を図れるものではないことを覚えておくことが重

要である。いくつかのLOIは法的拘束力がなく、その例として貨物の数量や状態についての記載が

事実と異なることを知りながらClean 
B/Lを発行する代わりに受取るLOIなどが挙げられる。更にどんなLOIも、その担保力はそれを振出

した当事者のそれを超えるものではない。 
すなわちLOIを受け入れることは、保険に付保されない損失を負うリスクを意味している。 
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LOU- Letter of Undertaking 
LOIは振出人が受取人に特定の行動をとることによる経済的損失を補償することを約束する書類で

ある一方、LOUは振出人が受取人に対し、船の運航に関る事故の結果として負う経済的損失を補

償することを約束するものである。LOUはしばしばそのメンバーの代理であるP&Iクラブが、メン

バーが有責でありそのP&I保険の下で填補される損失をこうむったと申し立てるクレーマントに対

して振出す保証である。ほとんどの場合においてClub 
LOUは船舶の差押さえまたは拘留に係る威嚇があった際に発行される。Club 
LOUは、そのクレームに対する保証として受取人が受領したならば、差押さえや拘留から船舶を

開放せねばならず、同じクレームに対して保証を得るために再度本船を差し押さえたり、同船主

の有する他の資産に対するいかなる手続を行うこともしない旨約束させる条件を含んでいる。 
 
メンバーやクラブの考え方からもClub 
LOUの主要な利点はその発行の容易性と内容に関しての柔軟性があげられる。保証状要求が出さ

れた際、条件が合意され、形式化され、署名されれば、直ちに数分以内でファックスやe-
mailで世界中に送られることが可能である。クレーマントの考え方からもClub 
LOUの主要な利点はクラブからの直接にそのクレームについての回復する権利を得ることにある

。Club 
LOUがそれぞれの利益を平衡させていることが重要であり、たとえばクレーマントの債権を保全

する一方で、クレームを受けた側の権利や防衛方法を危険に曝さないよう配慮されている。 
Letter of Undertakingは通常以下が含まれるべきである。 
ー当事者の特定 
―クレームの詳細 
―発行の理由 
―関係する契約や事実関係環境への参照 
―保証の上限額 
―支払いの要因 
―メンバーの権利と防衛方法を留保する項目 
―クレームの解決及びLOUの執行に関する準拠法と裁判管轄権 
 
通常はClub 
LOUの下での支払いの要因は当事者間の解決合意あるいは最終且つ執行力のある裁判所の確定判

決か仲裁廷による仲裁判断による。 
Club 
LOUに関する注意として、P&IクラブはLOUを供給する義務はなく、これらは単に自由裁量である

こと、Club 
LOUはいくつかの裁判管轄地やクレーマントには受け入れられないこともあること、また、クレ

ームがP&I填補の対象外の場合もあること等は留意しておくべきである。 
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BLG-Bank Letter of Guarantee 
Bank 
Guaranteeはクレームの保全ということに関して長い伝統を持っている。どんな種類の保証も同様

だが、含まれる条件はClub 
LOUに対するわれわれの推奨に従っていることが重要である。銀行保証状を出すことにかかる費

用と時間故に、特に複数の銀行が介在する場合、可能であるならば銀行保証状よりClub 
LOUを出すほうが多くの利点がある。 
銀行は破綻に対して免疫があるわけではないし、銀行保証状は必ずしも「よりよい」保証ではな

いということもまた認識しておくべきである。 
 
参照：Gard Newsの162号および152号 
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