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慌てないでください！

今は難しいですが、自由に韓国に行ける日が来た時のために、韓国のエコ活動を紹
介します。

店内で使い捨てのカップは使えない。

今年（2022年）の4月から、店内で飲食する時の使い捨てのカップや皿など

の提供が禁止されます。これは、2018年8月から実施されましたが、新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響で、一時中止していました。しかし、使い捨て

商品の使用が急激に増えたことや、再利用できるカップや皿などの使用がウ

イルスの拡散に特に影響がないことが分かったことにより、この措置が復活し

ました。

画像１ 案内ポスター「使い捨てカップは提供できません。」

https://www.busan.go.kr/nbtnewsBU/15091

今年の6月10日から、使い捨てのカップで飲み物をテイクアウトする時

は、300ウォン（約30円）の追加料金がかかります。ただし、使ったカップ

をお店に返却すると、お金が戻ってきます。対象の店舗であれば、どこ

へでも返却することができます。現在対象となっているのは、コーヒーや

ファストフードなどのチェーン店です。

ちなみに、韓国のスターバックスではテイクアウト用の使い捨てカップ

の使用を2025年までにゼロにするという目標を立て、現在済州地域の

全店舗とソウルの一部の店舗では、再利用可能なカップを利用する取

組みが行われています。

画像２ スターバックスの再利用カップの返却機械

テイクアウトするには、プラス300ウォンがかかる。

「使い捨て～」は韓国語で、「일회용（イルフェヨン、一回

用）～」と言います。その「一回用」に対し、数回使用すると

いう意味で다회용（タフェヨン、多回用）という言葉も最近

使われています。

上記の画像２のように、「借りて・返して・再利用」できる

カップを導入するところが増えています。その一つが、釜

山広域市が作った「釜山Ｅカップ」です。このカップは、市

内のカフェで、借りて返すことができ、利用するたびにポイ

ントがもらえます。画像３ 釜山広域市の再利用カップ、
釜山Ｅカップ

多回用カップ？保証金？
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もらえなくなるもの

使い捨てカップ以外にも、これからだんだん使い捨てのものが使えなくなります。何
があるか見てみましょう。

ビニール袋

日本で2020年から全国的に義務付けられた、ビニール袋の有料化は、韓国で

も行われています。1999年、大型スーパーなどから徐々に有料化が進み、今

はどのお店からも袋をタダでもらえなくなりました。

さらに、2018年からは大型スーパーなどの一部の店舗で、ビニール袋やリサ

イクルができない素材の袋は提供できなくなり、今年の11月24日からは全面的

に提供が禁止されます。買い物に行く際には、袋を必ず持っていきましょう！

ビニール袋と同日から、紙コップやプラスチック製ストローなどの提供も禁止され

ます。また、大型店舗では傘用ビニール袋、体育施設ではプラスチック製の応援

グッズが使えなくなります。50室以上ある宿泊施設や（洗い場がある）葬儀場、デリ

バリーでも使い捨ての皿や箸、匙などの提供が制限されます。ほとんどの製品にプ

ラスチック素材が使われているウェットティッシュの使用も下半期から禁止されます。

紙コップ、ストロー、ウェットティッシュ・・・

画像4 「買い物のレジ袋として
使った後にゴミ袋として使えます」

と書いている従量制袋

ビニール袋の制限によって、こんなこともあった！

 봉파라치（ポンパラチ）の出現

 ゴミ袋の変身

「韓国人はビニール袋をもらえなくなってから、レジ袋を忘れた

らどうしているんだろう。」と思いませんか？

答えは、「各自治体指定のゴミ袋を活用する」です。韓国では

「従量制袋」と呼ばれる指定ゴミ袋を一枚買い、それをビニール

袋の代わりに使う人も多いです。

ビニール袋が有料化しても、「ただでちょうだい」とねだる人は

少なくありませんでした。そのため、仕方なく提供することも多々

ありました。それを利用し、ただでビニール袋を提供するところを

撮影し、補償金をねらう人も出てきました。その人たちのことを、

ポンジ・ポントゥ（袋）とパパラチ（パパラッチ）を合わせて、ポン

パラチと呼びます。
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若者の間で自分のエコ活動をＳＮＳに公開することが流行ってい

ます。自分の価値観や善行をアピールできるとともに、他の人にも

環境問題について興味を持ってもらえるため、活動が広がっていま

す。

줍깅（ジュプキン）

エコライフはＭＺ世代のトレンド

ＭＺ世代とは、ミレニアル世代（80年代～90年代中盤生まれ）とＺ世代（90年代後半
～2000年代生まれ）のことで、この世代を中心にエコ活動は一つの文化になっていま
す。また、MZ世代にとって、環境問題は「自分の世代に迫って来た危機」なので、より
敏感な話題とも言えます。

줍다（ジュプタ、拾う）と조깅（ジョギング）を合わせた造語で、

플로깅（プロギング、plogging）とも言います。

ジョギングをしながら路上のごみを拾い集める活動で、2016年頃

にスウェーデンで始まり、韓国には2018年に上陸しました。

ＳＮＳに投稿されたジュプキンの写真

新しい（セ）活用（ファリョン）という意味で、

업사이클링（アップサイクリング、Upcycling）

とも呼ばれます。使用済みの物や再生品を

使って、元の製品より付加価値の高い物に作

り替えることです。

横断幕、トラックの幌、車のシートベルトなど

を新しく作り替えた商品が韓国の流行に敏感

な若者の間で人気を集めています。

https://blog.naver.com/0hyundai/
221296678569

ＳＮＳで広がるエコ活動

새활용（セファリョン）

힙하다 （ヒパダ）

かっこいいという意味の英語のスラング「hip（힙）」からできた新造語で、韓国の流行に敏感な若者

たちは「ヒップになる」ことを目指しています。エコなライフスタイルも、今の韓国では「ヒップ」なこと

です。（そんな若者をターゲットに流行語や歌などを取り入れ、エコ活動への参加を誘導する政府機

関のYouTube動画がこちら➡クリック）

画像5 アップサイクリングされたカバン
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企業のエコマーケティング
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最近は、購入しようとしている製品が環境に肯定的な影響を及ぼすのか、非倫理的
な方法で生産されたものではないかということに関心を持つ消費者が増えています。
企業もさらに地球環境に配慮した商品や、サービスを提供するようになっています。

○○返却運動

飲むヨーグルトの蓋やストローをはじめ、缶詰め

の蓋、牛乳パックのストローなどは、飲んだり食べ

たりする時に絶対に必要なものなのでしょうか？

そう疑問に思った消費者たちは、ストローや蓋な

どを集め、企業に「返す」運動を行っています。

それに対して企業は、ストローが要らないパッ

ケージに変えたり、蓋を無くすなどと、消費者の要

求に答えています。

今流行っている新造語

돈쭐내다（トーンチュルネダ） ： トーン（お金）+ホンチュルネダ（強くしかりつける）

善行を行った企業やお店の商品を購入し「売り上げに貢献する」という意味。

착한 소비（チャカン ソビ） ： チャカン（良い、善良な）＋ソビ（消費）

個人の消費行為が他の人や社会にどのような結果をもたらすかを考慮して、

社会に望ましい方向へ向かうように行う意識的な消費行為。

ペットボトルの再利用率を上げるた

め、シールをはがす必要がないペッ

トボトルの販売が増えています。

便利でもあり、環境保護に貢献で

きる点から消費者の反応も良いよう

です。

画像8

ラベルレス飲料

パッケージの中に接着剤でべっとりとついているプラス

チックゴミなどは、いつも処理が面倒です。しかも、色が

付いていたりするため、リサイクル率も低いようです。

最近は、紙で包装したり、リサイクルしやすいプラスチッ

クを使うなど、企業側からもエコなパッケージを取り組ん

でいます。

（左）画像9 （右）画像10エコなパッケージ

画像6 ヨーグルト
の蓋と手紙

画像7 ストローを
無くした牛乳パック



食生活を変えて実践するエコ

画像12
ヴィーガン化粧品
のパッケージ

画像13 樫の木
で作られた財布

ヴィーガン（Ｖｅｇａｎ）とは、日本語では完全菜食主義と訳され、動物性のものを一
切摂らない、または、その食生活を実践する人のことです。
健康や体質、動物の権利などの理由以外にも、肉食が地球温暖化や海洋汚染など
の環境問題を及ぼす（詳しくは➡こちら）ことから、ヴィーガンになる人も増えています。

ヴィーガン食品

韓国で菜食は「健康のために」行われること

が多かったのですが、最近は「動物の権利や環

境のために」行う人も増えています。その分、

ヴィーガン食品も増えており、特に、パンやス

イーツ業界の成長率が高いようです。

ヴィーガン○○

また、食べ物だけではなく、動物実験を行わ

ない・動物性成分を使わないヴィーガン化粧品

や動物の皮、プラスチック由来の素材を使わ

ないヴィーガンファッションなど、様々な業界に

ヴィーガン思考が取り入れられています。

私たちは毎日プラスチックを食べている。

ビニール袋やストローなどが体に入って死んでいく動物たちの写

真や動画を見たことがありますか？（参考画像➡こちら）去年、イン

ドでは妊娠中の牛の胃からプラスチックやくぎなどのごみ計71キロ

が摘出されました。

プラスチックを食べているのは、動物だけではありません。

マイクロプラスチックと呼ばれる5㎜以下の小さなプラスチックを

私たちは一日200個、一年で7万3000個食べているという研究結果

があります。

歯磨き粉や化粧品、魚などの食べ物にもプラスチック素材の衣類

を洗濯した水の中にもマイクロプラスチックが含まれていて、私た

ちの健康にも影響することが懸念されています。

画像11 ヴィーガンベーカリーカフェ
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エコライフでお金がもらえる?!

「エコな暮らしが良いことは、当然知っているけれど、なかなか実践できない」という
方も多いでしょう。では、「エコライフがお金になる」としたら、いかがですか？

画像14 大手化粧品メーカーのリフィル・ステーション

リフィル・ステーション

Refill（詰め替え）Station（場所）、いわゆる店頭で量り売り販売を

行っているお店のことです。

一度購入したパッケージをお店に持って行って使用するため、新し

いパッケージが不要であり、必要な量だけ買えるので、経済的にも環

境的にも優しいサービスです。

最近は、大手企業も参加していて、百貨店や大型スーパーなどにも

出店しています。

生ごみ＝お金

炭素中立実践ポイント

炭素中立（カーボンニュートラル：地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの実質的な排出量を

ゼロにすること）を生活に取り入れるために、今年の1月19日から実施している政策です。

👉 レシートを紙の代わりにモバイルで発行する。

👉 リフィル・ステーションを利用する。

👉 デリバリーを頼む時、再利用容器を利用する。

など、エコな生産活動をする企業の商品やサービスを利用したら、

年間最大7千円程度のお金が戻ってきます。

生ごみを処理する際、廃水·悪臭が発生する

だけでなく大量の温室効果ガスが排出され、莫

大な費用がかかります。

韓国では、1995年から生ごみは専用のごみ袋

やごみ箱に捨てなければならなくなりました。出

された生ごみは、処理後堆肥や動物の飼料など

に変わります。

さらに、生ごみの排出量を減らし、生ごみの資

源化の効率を上げるために、排出される生ごみ

の量を世帯別に計り、お金を負荷するシステム

が導入されています。 画像15 マンションに設置された生ごみ箱。世帯の
情報が入っているカードをタッチし生ごみを捨てる。
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最後に

아나바다 운동（アナバダ運動）

画像16

1997年、韓国で発生した経済危機（IMF危機）で、韓国の国民が

不必要な支出を減らそうと

“아껴 쓰고 나눠 쓰고 받아 쓰고 다시 쓰자.”

「大切に使って、分けあって、交換し合って、再利用しよう」

という意味のアナバダ運動を行いました。

20年が過ぎた現在でも、節約のためにはもちろん、環境保護のた

めに所々でこのアナバダが行われています。

身近にできるエコ活動

今回紹介した活動以外にも韓国では様々なエコ活動が増えていて、日本でも様々な工夫がされて

いますね。私が小学生の頃は、環境問題はずいぶん先の話のように扱われていた気がします。しか

し、8年後の2030年に向けて、全世界が環境活動を行うほど、環境問題は身近に迫ってきています。

エコ活動で何をすればいいか迷っている方のために、私が個人的に行っている簡単にできるエコ

活動を一部紹介します。

ぜひ真似してみてください！

☀肉や魚を食べる回数を減らし、料理を残さない。

☀割りばしは使わず、マイ箸とマイスプーンを持ち歩く。

☀ボディウォッシュの代わりに石鹸を使う。

☀洋服や化粧品など生活に必須ではないものの買い物は我慢する。

☀環境にやさしい素材のパッケージや成分の商品を選ぶ。

☀パン屋さんで家から持って行った保存容器にパンを入れてもらう。

今はとても問題視されている「ビニール袋」は、実は環境のために発明されたこと

をご存知でしょうか？紙袋が一般的だった頃、紙袋を作るためにたくさんの木が切

られることを心配し、スウェーデンの工学者（ステン・グスタフ・チューリン氏）が何

度も使える袋として、ビニール袋を発明したそうです。

環境のために一番役に立つのは、「○○の代わりに△△」よりは、「一つの物を長

く使うこと」とも言われます。皆さんも一緒に始めてみませんか？

ビニール袋とエコについて

長崎市 国際理解講座（2022年1月・韓国） 国際交流員 ジョン・ヘイン（鄭惠仁） ｐ.8



参考情報

1. 맥도날드 빅맥 여행 이벤트, 글로벌 빅맥 원정대 by ＩＮＨＷＡＮ, 

https://blog.naver.com/ynk5789/221639032451, 

CC BY-NC-ND 

2. 제주공항 근처 카페: 스타벅스 제주서해안로DT점, 제주 전 지역 에코매장(리유저블 컵

반납 방법) by 한나, https://blog.naver.com/hannairy/222606651342, CC BY-NC-ND 

3. 여수시 커피전문점 및 패스트푸드점 매장 일회용컵 사용 금지! by 여수통통, 

https://blog.naver.com/yeosuever/221309369762, CC BY-NC-ND 

4. ‘재사용 종량제 봉투'와의 만남! By 블루마린, 

https://blog.naver.com/athena33/50095329645, CC BY-NC-ND

5. 업싸이클링을 체험하다, 업사이클링 가방도 구경할 수 있는 서울 새활용 플라자로 고고! 

by 영현대, https://blog.naver.com/0hyundai/221296678569, CC BY-NC-ND

6. 요구르트뚜껑 필요하나요? by 꼬마녀루비아, 

https://blog.naver.com/aksuekal/222091600363, CC BY-NC-ND

7. 요즘 쇼핑; 대나무칫솔 등등.. by 밍밍, 요구르트뚜껑 필요하나요? by 꼬마녀루비아, 

https://blog.naver.com/aksuekal/222091600363, CC BY-NC-ND

8. 순창샘물 무라벨 2L 생수 출시! 환경을 위해 분리수거가 편한 무라벨 생수로♪ by 제이, 

https://blog.naver.com/juy0726/222217649805, CC BY-NC-ND

9. 행복한 휴가의 해외직구 by 행복한 휴가,

https://blog.naver.com/hughga/221453166507, CC BY-NC-ND

10. Purity Rice Cake by 떡쟁이 철맘, 

https://blog.naver.com/ssuu0920/222105525143, CC BY-NC-ND

11. [성수 카페] 비건베이커리 카페 looop 루프 by 잠실노비 다람, 

https://blog.naver.com/na_ni_29/222494655316, CC BY-NC-ND

12. 결광피부 만드는 비건화장품 티엘스 에센스 by 배티, 

https://blog.naver.com/hjch1229/222143644133, CC BY-NC-ND

13. 비건패션 브랜드 PAPPER 페퍼의 비건가죽카드지갑

추천[식물성가죽/paperplease/비건카드지갑/카드지갑추천/비건레더/비건제품] by 
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15. 괴롭고 힘들어도 만남이 있잖아. by 스머프할배, 
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16. 2020 돌아온 아나바다 운동! by 은평구, 

https://blog.naver.com/eunpyeonggu/222099402572, CC BY-NC-ND
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