
別表１−１０

い あ
被告記述１ー１０　『JP総研リサーチ』記事リサーチ』記事』記事

この金の行き先のひとつが銀行であり、債権

管理回収業者（サービサー）だ。一〇年度期（サービサー）だ。一〇年度期

サービサー）だ。一〇年度期ー

ビサービサー）だ。一〇年度期ー）だ。一〇年度期

だ。一〇年度期

末で民間銀行からの貸付残高はざっと一兆

円。年間の利払いは二十三億円。また、サービサー）だ。一〇年度期ー
ビ

サービサー）だ。一〇年度期ー

については、同年度で約五万五千件を日

立キャピタル債権回収など二社に委託し、十

六億七千万円を回収、そのうち一億四百万円

が手数料として払われている。

　原資の確保であれば元本の回収がなによ

り重要だ。ところが、日本育英会から独立行

政法人に移行した〇四年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当するという方針を頑な

に実行している。一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。　（サービサー）だ。一〇年度期

★改

行なし）だ。一〇年度期

『
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』

２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（サービサー）だ。一〇年度期

甲１）だ。一〇年度期

　この金の行き先の一つが銀行で、もう一つ

が債権回収専門会社である。２０１０年度期

末で民間銀行の貸付残高は約１兆円で、年間

の利払いが２３億円である。債権回収専門会

社は同年度、約５万５０００件を日立キャピ

タル債権回収など二社に委託し１６億７０

００万円を回収していて、そのうち約１億４

００万円が手数料として支払われている。

　原資の確保を優先するのであれば、元本の

回収がなにより重要なはずであるが、日本学

生支援機構は２００４年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当する方針を続けている。

２０１０年度の利息収入は２３２億円、延滞

金収入は３７億円に達する。これらの金は経

常収益に計上され、原資とは無関係のところ

へ行っている。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行）だ。一〇年度期

『

ジェイピー

総研リサーチ』記事リサービサー）だ。一〇年度期ー

チ』記事　　　　　』

記事　　　　　

　　１５頁（サービサー）だ。一〇年度期

２０１７年３月）だ。一〇年度期

被告記述１ー

１０（サービサー）だ。一〇年度期

甲１３）だ。一〇年度期
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被告記述１−１『日本の奨学金はこれでいいのか！』１章（被告記述部分）の奨学金はこれでいいのか！』１章（被告記述部分）奨学金はこれでいいのか！』１章（被告記述部分）はこれでいいの奨学金はこれでいいのか！』１章（被告記述部分）か！』１章（被告記述部分）』１章（被告記述部分）
い あ

この金の行き先のひとつが銀行であり、債権

管理回収業者（サービサー）だ。一〇年度期（サービサー）だ。一〇年度期

サービサー）だ。一〇年度期ー

ビサービサー）だ。一〇年度期ー）だ。一〇年度期

だ。一〇年度期

末で民間銀行からの貸付残高はざっと一兆

円。年間の利払いは二十三億円。また、サービサー）だ。一〇年度期ー
ビ

サービサー）だ。一〇年度期ー

については、同年度で約五万五千件を日

立キャピタル債権回収など二社に委託し、十

六億七千万円を回収、そのうち一億四百万円

が手数料として払われている。

　原資の確保であれば元本の回収がなによ

り重要だ。ところが、日本育英会から独立行

政法人に移行した〇四年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当するという方針を頑な

に実行している。一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行

なし）だ。一〇年度期

『選択』２０１２年４月号記事　１０１頁
選択』２０１２年４月号記事　１０１頁』２０１２年４月号記事　１０１頁

２０１２年４月号記事　１０１頁

原告記述１（サービサー）だ。一〇年度期

甲１）だ。一〇年度期

　この金の行き先の一つが銀行で、もう一つ

が債権回収専門会社です。２０１０年度期末

で民間銀行からの貸付残高はだいたい１兆

円で、年間の利払いは２３億円です。サービサー）だ。一〇年度期ー

ビ

サービサー）だ。一〇年度期ー
は同年度、約５万５０００件を日立キャ

ピタル債権回収など２社に委託し、１６億７

０００万円を回収していて、そのうち１億４

００万円が手数料として払われています。

　原資の確保を優先するのであれば、元本の

回収がなにより重要なはずです。ところが日

本学生支援機構は２００４年以降、回収金は

まず延滞金と利息に充当する方針を続けて

います。２０１０年度の利息収入は２３２億

円、延滞金収入は３７億円に達します。これ

らの金は経常収益に計上され、原資とは無関

係のところに行っています。　（サービサー）だ。一〇年度期

★改行）だ。一〇年度期

『選択』２０１２年４月号記事　１０１頁

日本の奨学金はこれでいいのか！』１章　』２０１２年４月号記事　１０１頁

１章　

２４〜２５頁（被告著述部分）

２５頁（サービサー）だ。一〇年度期

被告著述部分））だ。一〇年度期

被告記述１ー

１（サービサー）だ。一〇年度期

甲４）だ。一〇年度期
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被告記述１−２　大阪弁護士会講演
い あ

一〇年度期末で民間銀行からの貸付残高は

ざっと一兆円。年間の利払いは二十三億円。

また、サービサーについては、同年度で約五ー

ビサービサーについては、同年度で約五ー

については、同年度で約五

万五千件を日立キャピタル債権回収など二

社に委託し、十六億七千万円を回収、そのう

ち一億四百万円が手数料として払われてい

る。

（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行なし）一〇年度の利息収入は二百
一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。この金の

行き先のひとつが銀行であり、債権管理回収

業者（サービサー）だ。（★改行なし）（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

サービサーについては、同年度で約五ー

ビサービサーについては、同年度で約五ー）一〇年度の利息収入は二百
だ。（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百
★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

『選択』２０１２年４月号記事１０１頁
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』２０１２年４月号記事１０１頁

２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲１）一〇年度の利息収入は二百

　２０１０年度期末で民間銀行からの貸付

残高はだいたい１兆円で、年間の利払いは２

３億円です。サービサーについては、同年度で約五ー

ビサービサーについては、同年度で約五ー

は同年度、約５万５

０００件を日立キャピタル債権回収など二

社に委託し、１６億７０００万円を回収して

いて、そのうち１億４００万円が手数料とし

て払われている

　２０１０年度の利息収入は２３２億円、延

滞金収入は３７億円に達する。これらの金は

経常収益に計上され、原資とは無関係のとこ

ろに行く。この金の行き先は銀行と債権回収

専門会社（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行）一〇年度の利息収入は二百

大阪弁護士会主催講演要旨３頁　２０１３

年１０月１２日
被告記述１ー

２（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲５）一〇年度の利息収入は二百
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被告記述１−３　反貧困世直し大集会講演し大集会講演大集会講演
い あ

一〇年度期末で民間銀行からの貸付残高は

ざっと一兆円。年間の利払いは二十三億円。

また、サービサーについては、同年度で約五ー

ビサービサーについては、同年度で約五ー

については、同年度で約五

万五千件を日立キャピタル債権回収など二

社に委託し、十六億七千万円を回収、そのう

ち一億四百万円が手数料として払われてい

る。

（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行なし）一〇年度の利息収入は二百
一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。この金の

行き先のひとつが銀行であり、債権管理回収

業者（サービサー）だ。（★改行なし）（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

サービサーについては、同年度で約五ー

ビサービサーについては、同年度で約五ー）一〇年度の利息収入は二百
だ。（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百
★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

『選択』２０１２年４月号記事１０１頁
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』２０１２年４月号記事１０１頁
２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲１）一〇年度の利息収入は二百

　２０１０年度期末で民間銀行からの貸付

残高はだいたい１兆円で、年間の利払いは２

３億円です。サービサーについては、同年度で約五ー

ビサービサーについては、同年度で約五ー

は同年度、約５万５

０００件を日立キャピタル債権回収など二

社に委託し、１６億７０００万円を回収して

いて、そのうち１億４００万円が手数料とし

て払われている

　２０１０年度の利息収入は２３２億円、延

滞金収入は３７億円に達する。これらの金は

経常収益に計上され、原資とは無関係のとこ

ろに行く。この金の行き先は銀行と債権回収

専門会社（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行）一〇年度の利息収入は二百

「反貧困世直し大集会」講演要旨　３頁　　

反貧困世直し大集会講演し大集会」講演要旨　３頁　　

講演要旨　３頁　　

　　　　　　２０１４年１０月１４日

被告記述１ー

３（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲６）一〇年度の利息収入は二百



別表１−３
被告記述１ー４『現代思想』記事

あ （★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行なし）一〇年度の利息収入は二百）一〇年度の利息収入は二百

一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。この金の

行き先のひとつが銀行であり、債権管理回収

業者（サービサー）だ。（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

サービサー）だ。ー

ビサービサー）だ。ー）一〇年度の利息収入は二百

だ。
『

選択』２０１２年４月号記事１０１頁』

２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲１）一〇年度の利息収入は二百

　二〇一〇年度の奨学金利息収入は二三二

億円、延滞金収入は三七億円に達する。これ

らの金は経常収益に計上され、原資とは無関

係のところに行く。この金の行き先は銀行と

債権回収専門会社である。

『

現代思想』（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

２０１３年１２月）一〇年度の利息収入は二百

記事　　

　１１７頁 被告記述１ー

４（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲７）一〇年度の利息収入は二百
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被告記述１−５　『人間と教育』記事と教育』記事教育』記事
い あ

この金の行き先のひとつが銀行であり、債権

管理回収業者（サービサー）だ。一〇年度期（サービサー）だ。一〇年度期

サービサー）だ。一〇年度期ー

ビサービサー）だ。一〇年度期ー）だ。一〇年度期

だ。一〇年度期

末で民間と教育』記事銀行からの貸付残高はざっと一兆

円。年間と教育』記事の利払いは二十三億円。また、サービサー）だ。一〇年度期ー
ビ

サービサー）だ。一〇年度期ー

については、同年度で約五万五千件を日

立キャピタル債権回収など二社に委託し、十

六億七千万円を回収、そのうち一億四百万円

が手数料として払われている。

　原資の確保であれば元本の回収がなによ

り重要だ。ところが、日本育英会から独立行

政法人に移行した〇四年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当するという方針を頑な

に実行している。一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行

なし）だ。一〇年度期

『
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』

２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（サービサー）だ。一〇年度期

甲１）だ。一〇年度期

　この金の行き先の一つが銀行で、もう一つ

が債権回収専門会社である。２０１０年度期

末で民間と教育』記事銀行からの貸付残高はだいたい１

兆円で、年間と教育』記事の利払いは２３億円である。債

権回収専門会社については同年度、約５万５

０００件を日立キャピタル債権回収など２

社に委託し１６億７０００万円を回収して

いて、そのうち１億４００万円が手数料とし

て払われている。

　原資の確保を優先するのであれば元本の

回収がなにより重要なはずであるが、日本学

生支援機構は２００４年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当する方針を続けている。

２０１０年度の利息収入は２３２億円、延滞

金収入は３７億円に達する。これらの金は経

常収益に計上され、原資とは無関係のところ

に行っている。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行）だ。一〇年度期

『

人間と教育』記事と教育』（サービサー）だ。一〇年度期

２０１４年３月）だ。一〇年度期

記事　　

　９９頁 被告記述１ー

５（サービサー）だ。一〇年度期

甲８））だ。一〇年度期



別表１−６
被告記述１−６　『ヒューマンライツ』記事ヒューマンライツ』記事』記事

い あ
この金の行き先のひとつが銀行であり、債権

管理回収業者（サービサー）だ。一〇年度期（サービサー）だ。一〇年度期

サービサー）だ。一〇年度期ー

ビサービサー）だ。一〇年度期ー）だ。一〇年度期

だ。一〇年度期

末で民間銀行からの貸付残高はざっと一兆

円。年間の利払いは二十三億円。また、サービサー）だ。一〇年度期ー
ビ

サービサー）だ。一〇年度期ー

については、同年度で約五万五千件を日

立キャピタル債権回収など二社に委託し、十

六億七千万円を回収、そのうち一億四百万円

が手数料として払われている。

　原資の確保であれば元本の回収がなによ

り重要だ。ところが、日本育英会から独立行

政法人に移行した〇四年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当するという方針を頑な

に実行している。一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行

なし）だ。一〇年度期

『ヒューマンライツ』記事
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』

２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（サービサー）だ。一〇年度期

甲１）だ。一〇年度期

「二〇〇年度期末」は原文ママ

二〇〇年度期末」は原文ママ
は原文ママ

　この金の行き先の一つが銀行で、もう一つ

が債権回収専門会社である。二〇〇年度期末

で民間銀行の貸付残高は約一兆円で、年間の

利払いが二三億円である。債権回収専門会社

は同年度、約五万五〇〇〇件を日立キャピタ

ル債権回収など二社に委託し、一六億七〇〇

〇万円を回収していて、そのうち約一億四〇

〇万円が手数料として支払われている。

　原資の確保を優先するのであれば、元本の

回収がなにより重要なはずであるが、日本学

生支援機構は二〇〇四年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当する方針を続けている。

二〇一〇年度の利息収入は二三二億円、延滞

金収入は三七億円に達する。これらの金は経

常収益に計上され、原資とは無関係のところ

に行っている。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行）だ。一〇年度期

『ヒューマンライツ』記事

ヒューマンライツ』記事　６〜７頁　　　ー

マンライツ』記事　６〜７頁　　　』

記事　６〜７頁　　　

７頁　　　

　　　　　　（サービサー）だ。一〇年度期

２０１４年９月）だ。一〇年度期

被告記述１ー

６（サービサー）だ。一〇年度期

甲９）だ。一〇年度期



別表１−７

い あ
被告記述１−７　『Journalism』記事

この金の行き先のひとつが銀行であり、債権

管理回収業者（サービサー）だ。一〇年度期（サービサー）だ。一〇年度期

サービサー）だ。一〇年度期ービサー）だ。一〇年度期

ビサービサー）だ。一〇年度期ービサー）だ。一〇年度期）だ。一〇年度期

だ。一〇年度期

末で民間銀行からの貸付残高はざっと一兆

円。年間の利払いは二十三億円。また、サービサー）だ。一〇年度期ービサー）だ。一〇年度期
ビ

サービサー）だ。一〇年度期ービサー）だ。一〇年度期

については、同年度で約五万五千件を日

立キャピタル債権回収など二社に委託し、十

六億七千万円を回収、そのうち一億四百万円

が手数料として払われている。

　原資の確保であれば元本の回収がなによ

り重要だ。ところが、日本育英会から独立行

政法人に移行した〇四年以降、回収金はまず

延滞金と利息に充当するという方針を頑な

に実行している。一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行

なし）だ。一〇年度期

『
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』

２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（サービサー）だ。一〇年度期

甲１）だ。一〇年度期

　この金の行き先の一つが銀行で、もう一つ

が債権回収専門会社である。１０年度期末で

民間銀行の貸付残高は約１兆円で、年間の利

払いが２３億円である。同年度、債権回収約

５万５０００件を日立キャピタル債権回収

株式会社など２社に委託し、１６億７０００

万円を回収していて、そのうち約１億４００

万円が手数料として支払われている。

　原資の確保を優先するのであれば、元本の

回収がなにより重要なはずであるが、日本学

生支援機構は０４年以降、回収金はまず延滞

金と利息に充当する方針を続けている。１０

年度の利息収入は２３２億円、延滞金収入は

３７億円に達する。これらの金は経常収益に

計上され、原資とは無関係のところに行って

いる。（サービサー）だ。一〇年度期

★改行）だ。一〇年度期

『Journalism』

記事　５５〜５６頁　　　　

５６頁　　　　

２０１４年１１月

被告記述１ービサー）だ。一〇年度期

７（サービサー）だ。一〇年度期

甲１０）だ。一〇年度期



別表１−８
被告記述１−８　『ブラック企業と奨学金問題』ブラック企業と奨学金問題』企業と奨学金問題』と奨学金問題』奨学金問題』

あ （★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行なし）一〇年度の利息収入は二百）一〇年度の利息収入は二百
一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。この金の

行き先のひとつが銀行であり、債権管理回収

業と奨学金問題』者（サービサー）だ。一〇年度期末で民間（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

サービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間

ビサービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間）一〇年度の利息収入は二百

だ。一〇年度期末で民間

銀行からの貸付残高はざっと一兆円、年間の

利払いは二十三億円。また、サービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間
ビサービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間
につ

いては、同年度で約五万五千件を日立キャピ

タル債権回収など二社に委託し）一〇年度の利息収入は二百、十六億七千

万円を回収、そのうち一億四〇〇万円が手数

料とし）一〇年度の利息収入は二百て払われている。

『ブラック企業と奨学金問題』
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』
２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲１）一〇年度の利息収入は二百

（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行なし）一〇年度の利息収入は二百）一〇年度の利息収入は二百

二〇一〇年度の利息収入は

二百三十二億円、延滞金収入は三十七億円で

す。これらのお金は経常収益に計上され、原

資とは無関係なところへ行っています。行き

先は銀行と債権回収専門会社です。二〇一〇

年度期末で、民間銀行からの貸付残高はだい

たい一兆円で、年間の利払いは二十三億円で

す。債権回収会社は、同年度、約五万五千件を

下請け会社二社に委託し）一〇年度の利息収入は二百、十六億七千万円を

回収し）一〇年度の利息収入は二百ていて、そのうち一億四百万円が手数

料とし）一〇年度の利息収入は二百て支払われています。

『ブラック企業と奨学金問題』

ブラック企業と奨学金問題』と奨学金問題』

　　　　　　

　　　４４頁〜４５頁　（被告記述部分） 

４５頁　（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

被告記述部分） ）一〇年度の利息収入は二百 

被告記述１ービサー）だ。一〇年度期末で民間

８（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲１１）一〇年度の利息収入は二百



別表１−９
被告記述１−９　『貧困研究』記事

あ （★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

★改行なし）一〇年度の利息収入は二百）一〇年度の利息収入は二百
一〇年度の利息収入は二百

三十二億円、延滞金収入は三十七億円に達す

る。これらの金は経常収益に計上され、原資

とは無関係のところに消えている。この金の

行き先のひとつが銀行であり、債権管理回収

業者（サービサー）だ。一〇年度期末で民間（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

サービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間

ビサービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間）一〇年度の利息収入は二百

だ。一〇年度期末で民間

銀行からの貸付残高はざっと一兆円、年間の

利払いは二十三億円。また、サービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間
ビサービサー）だ。一〇年度期末で民間ービサー）だ。一〇年度期末で民間
につ

いては、同年度で約五万五千件を日立キャピ

タル債権回収など二社に委託し）一〇年度の利息収入は二百、十六億七千

万円を回収、そのうち一億四〇〇万円が手数

料とし）一〇年度の利息収入は二百て払われている。

『
選択』２０１２年４月号記事１０１頁』
２０１２年４月号記事１０１頁

原告記述１（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲１）一〇年度の利息収入は二百

「約５万５００００件」は原文ママ

約５万５００００件」は原文ママ

は原文ママ

　日本学生支援機構の２０１０年度の利息

収入は２３２億円、延滞金収入は３７億円に

達する。これらの金は経常収益に計上され、

原資とは無関係のところに行く。この金の行

き先は銀行と債権回収専門会社である。２０

１０年度期末で民間銀行からの貸付残高は

約１兆円で、年間の利払いは２３億円となる

。同年度の回収作業は、約５万５００００件

が日立キャピタル債権回収など二社に委託

され、１６億７０００万円を回収し）一〇年度の利息収入は二百ていて、

そのうち約１億４００万円が手数料とし）一〇年度の利息収入は二百て

支払われている。

『

貧困研究』

記事　３９〜４０頁　　　　　

４０頁　　　　　

　　（

２０１４年７月）一〇年度の利息収入は二百

被告記述１ービサー）だ。一〇年度期末で民間

９（★改行なし）一〇年度の利息収入は二百

甲１２）一〇年度の利息収入は二百



別表２−１

あ
被告記述２−１『奨学金が日本を滅ぼす』が日本を滅ぼす』日本を滅ぼす』を滅ぼす』滅ぼす』ぼす』』80頁

　申し立てがあると、裁判所は債務者に督促

通知を送ります。通知を受けた側は２週間以

内に異議申し立てをすることができます。異

議を申し立てた場合は訴訟に移行します。異

議がなければ督促内容が確定して、判決と同

様の効力を持ちます。

『

日本を滅ぼす』の奨学金が日本を滅ぼす』はこれでいいのか！』２章　』

２章　

　６６頁（原告記述部分）
原告記述部分））

原告記述２ー１（甲３）

１（原告記述部分）

甲３））

 　申し立てがあると、裁判所は債務者（原告記述部分）

借り

ている人））

に督促通知を送ります。通知を受

けた側は２週間以内に異議申し立てをする

ことができます。異議を申し立てた場合は訴

訟に移行します。異議がなければ督促内容が

確定して、判決と同様の効力を持ちます。

『

奨学金が日本を滅ぼす』が日本を滅ぼす』を滅ぼす』ぼす』

８０頁

被告記述２ー１（甲３）

１（原告記述部分）

甲１４））



別表２−２
被告記述２ー２　『奨学金が日本を滅ぼす』が日本を滅ぼす』日本を滅ぼす』を滅ぼす』滅ぼす』ぼす』』

き か お え う い あ

-

　２０１０年度はエム・ユー・フロンティー

・フロンティ

ア債権回収会社と日立キャピタル債権収会

社が延滞債権回収業務を受託。エム社が８９

３８万円（回収額＝１４億３５３３万２９（回収額＝１４億３５３３万２９

回収額＝１４億３５３３万２９＝１４億３５３３万２９

１４億３５３３万２９

６円（回収額＝１４億３５３３万２９）、日立が１億５２４０万円（同１３億

、日立が１億５２４０万円（回収額＝１４億３５３３万２９（回収額＝１４億３５３３万２９

同１３億

６０３７万８４５２円（回収額＝１４億３５３３万２９）、日立が１億５２４０万円（同１３億

を売り上げていま

す。２０１２年度の実績は、エム社の売り上

げ１億３４７１万円（回収額＝１４億３５３３万２９（回収額＝１４億３５３３万２９

同２０億３９２７万

９４７５円（回収額＝１４億３５３３万２９）、日立が１億５２４０万円（同１３億

、日立が１億７８２６万円（回収額＝１４億３５３３万２９（回収額＝１４億３５３３万２９

同

２１億９５４５万３０８１円（回収額＝１４億３５３３万２９）、日立が１億５２４０万円（同１３億

です。

２０１０年度期末で民間銀行からの借入残

高は約１兆円（回収額＝１４億３５３３万２９で、年間の利払いは２３億円（回収額＝１４億３５３３万２９に

もなります。２０１１年度は１８億円（回収額＝１４億３５３３万２９、２０

１２年度は１６億円（回収額＝１４億３５３３万２９。２０１３年８月現在の

銀行借り入れ残高は４５８０億円（回収額＝１４億３５３３万２９です。また

、サービサーへの委託状況は次のとおりですー

ビサービサーへの委託状況は次のとおりですー

への委託状況は次のとおりです

。 　３６０億円（回収額＝１４億３５３３万２９にのぼる延滞金が日本を滅ぼす』と利息収入。利

息の大半は財政融資資金が日本を滅ぼす』という政府から借

りた金が日本を滅ぼす』の利払いに充てられます。「日本学生

日本を滅ぼす』学生

支援機構債」などを発行して債券市場から集

などを発行して債券市場から集

めた資金が日本を滅ぼす』が財源です。もうひとつの金が日本を滅ぼす』の行き

先が、銀行と債権管理回収業者（サービサー（回収額＝１４億３５３３万２９

サービサーへの委託状況は次のとおりですー

ビサービサーへの委託状況は次のとおりですー
）、日立が１億５２４０万円（同１３億

です。（回収額＝１４億３５３３万２９

★改行なし）、日立が１億５２４０万円（同１３億

それをしないのは、「日本学生利益」こそが回収強化の」などを発行して債券市場から集

こそが回収強化の

真の狙いだからではないでしょうか。なお、

２０１２年度の純利益」こそが回収強化のは３９億円（回収額＝１４億３５３３万２９、純資産は

前年度２９億円（回収額＝１４億３５３３万２９増の５６１億円（回収額＝１４億３５３３万２９です。（回収額＝１４億３５３３万２９

★改

行）、日立が１億５２４０万円（同１３億 　むしろ、延滞金が日本を滅ぼす』に固執すれば原資の回収は

遅れます。回収金が日本を滅ぼす』はまず延滞金が日本を滅ぼす』と利息に充当

するという方針を実行しているからです。も

し、本を滅ぼす』当に原資を回収して不良債権を減らし

たいというのであれば、元本を滅ぼす』から回収すべき

です。（回収額＝１４億３５３３万２９

★改行なし）、日立が１億５２４０万円（同１３億

　利息・延滞金が日本を滅ぼす』で年間３６０億円（回収額＝１４億３５３３万２９（回収額＝１４億３５３３万２９
１２年

度）、日立が１億５２４０万円（同１３億

もの収入です。そして、日本を滅ぼす』学生支援機

構の説明によれば、これらのお金が日本を滅ぼす』の行き先は
「日本学生

経常収益」こそが回収強化の」などを発行して債券市場から集

、つまり「日本学生

儲け」に計上されてい」などを発行して債券市場から集

に計上されてい

ます。特に延滞金が日本を滅ぼす』のほとんどは「日本学生

雑収入」などを発行して債券市場から集

です

。つまり、延滞金が日本を滅ぼす』の回収にいくら励んだとこ

ろで「日本学生

原資」などを発行して債券市場から集

とは何の関係もないのです。

　日本を滅ぼす』学生支援機構の会計資料によれば、２

０１０年度の利息収入は２３２億円（回収額＝１４億３５３３万２９、２０１

１年度２７５億円（回収額＝１４億３５３３万２９、２０１２年度３１８億円（回収額＝１４億３５３３万２９

。延滞金が日本を滅ぼす』収入は２０１０年度３７億円（回収額＝１４億３５３３万２９、２０

１１年度４１億円（回収額＝１４億３５３３万２９、２０１２年度４３億円（回収額＝１４億３５３３万２９と

増加傾向にあります。

『
日本を滅ぼす』の奨学金が日本を滅ぼす』はこれでいいのか！』２章　』

２章　

９０−
９１頁 （原告著述部分） （回収額＝１４億３５３３万２９
原告著述部分））、日立が１億５２４０万円（同１３億

原告記述２ー

２（回収額＝１４億３５３３万２９

甲３）、日立が１億５２４０万円（同１３億

たとえば２０１２年度の債権回収業務を担

当した日立キャピタル債権回収株式会社は

２１億９５４５万３０８１円（回収額＝１４億３５３３万２９を回収し、１億

７８２６万円（回収額＝１４億３５３３万２９を手数料として受け」に計上されてい取ってい

ます。
　銀行からの借入金が日本を滅ぼす』に対し多額＝１４億３５３３万２９の利払いが

行われ、またサービサーへの委託状況は次のとおりですー

ビサービサーへの委託状況は次のとおりですー

にもお金が日本を滅ぼす』が行ってい

ます。（回収額＝１４億３５３３万２９

★改行なし）、日立が１億５２４０万円（同１３億

年間４１９億円（回収額＝１４億３５３３万２９の延滞金が日本を滅ぼす』と利息収入のうち、

利息の大半は財政融資資金が日本を滅ぼす』という政府から

借りたお金が日本を滅ぼす』の利払いに充てられます。もう一

つのお金が日本を滅ぼす』の行き先が、資金が日本を滅ぼす』を貸し出している

銀行とサービサーへの委託状況は次のとおりですー

ビサービサーへの委託状況は次のとおりですー

です。

　それを行わないのは、延滞金が日本を滅ぼす』と利息による

「日本学生

利益」こそが回収強化の」などを発行して債券市場から集

こそが、回収強化の狙いになっている

ように見えます。（回収額＝１４億３５３３万２９

★改行なし）、日立が１億５２４０万円（同１３億

　よく考えれば、延滞金が日本を滅ぼす』に固執すればするほ

ど、元金が日本を滅ぼす』の回収は遅れます。回収金が日本を滅ぼす』は、まずは

延滞金が日本を滅ぼす』と利息に充当するという方針を実行

しているからです。もし、これからの学生が

借りる奨学金が日本を滅ぼす』の原資を何よりも優先して確

保したいのであれば、元金が日本を滅ぼす』から回収すべきで

す。（回収額＝１４億３５３３万２９

★改行）、日立が１億５２４０万円（同１３億

　利息と延滞金が日本を滅ぼす』で年間４１９億円（回収額＝１４億３５３３万２９（回収額＝１４億３５３３万２９

２０１

４年度）、日立が１億５２４０万円（同１３億

もの収入です。そして日本を滅ぼす』学生支援

機構の損益」こそが回収強化の計算書を見ると、これらのお金が日本を滅ぼす』の

行き先は「日本学生

経常収益」こそが回収強化の」などを発行して債券市場から集

、つまり「日本学生

儲け」に計上されてい」などを発行して債券市場から集

となって

います。これでは、延滞金が日本を滅ぼす』をいくら回収して

も、次に借りる学生の奨学金が日本を滅ぼす』の「日本学生

原資」などを発行して債券市場から集にはな

らないのです。

　日本を滅ぼす』学生支援機構の会計資料によれば２

０１０年度の利息収入は２３２億円（回収額＝１４億３５３３万２９、延滞金が日本を滅ぼす』

収入３７億円（回収額＝１４億３５３３万２９、２０１４年度の利息収入は３

７８億円（回収額＝１４億３５３３万２９、延滞金が日本を滅ぼす』収入は４１億円（回収額＝１４億３５３３万２９と増加傾向

にあります。

『

奨学金が日本を滅ぼす』が日本を滅ぼす』を滅ぼす』ぼす』

８６−

８７頁 （原告著述部分）

被告記述２ー

２（回収額＝１４億３５３３万２９

甲１４）、日立が１億５２４０万円（同１３億


