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－ウィルキンソン炭酸工場を事例に－ 
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序 

近年これまではなんら値打ちのないものと考えられていた産業遺産が重要なものという認識が生まれ、

定着しつつある。その背景には世界遺産や文化庁の近代化遺産調査、登録文化財などの制度の整備がある。

半世紀前の昭和 43（1968）年にも「明治百年」ということで、主に建築が対象となり、ひとつのブームが

生じていた。だが、高度経済成長のただ中にあり、工場や鉄道、港湾、橋梁などに関しての着目は少なか

った。 

本研究で対象とする明治期の炭酸水製造所は工場建築のなかに分類されるが、鉱山関連の採掘場と共通

して、土木的な装置を含むために複合的な施設といえる。先行する研究はきわめて少ない。郷土史レベル

のものにとどまり、産業遺産系や建築系の学会でも取り上げられたケースは少なく、全国を視野にいれて

の研究は管見の限りにおいて見いだせていない。 

筆者が明治になってから誕生した炭酸水に着目したのは 1985 年にアサヒビール吹田工場の取り壊しに

遭遇して以来のことである。この時期は明治期に建設された工場建築の建て替えがはじまり、ビール工場

や炭酸工場などが次々と消えていく時期にあった。逆にいえば、阪神大震災の起こった 1995 年頃までは明

治大正期につくられた生産施設の多くが現存していた。筆者はウィルキンソン炭酸水や三ッ矢サイダー、

ヌノビキタンサン、有馬炭酸水の遺構の調査をする機会があり、簡単な報告書1をまとめている。 

今回は本科研「産業遺産の価値変遷と保存・利活用のあり方、持続可能なマネジメントの国際比較」に

より、再度精緻な検証をおこない、全容をあきらかにする。今回取り上げる対象はウィルキンソン炭酸工

場であり、同工場が所在した西宮市生瀬での現地調査を 2021 年 10 月と 12 月に実施している。 

 

1 ウィルキンソン炭酸水工場の概略 

明治前期、兵庫県南部の六甲山系の山あいの谷間で次々と炭酸泉が発見される。宝塚ばかりか、有馬、

布引、そして六甲山系から少し離れた川西の平野などでも炭酸水が湧出し、その地には瓶詰め場が設けら

れ、炭酸水が売り出される。ウィルキンソン炭酸水をはじめ、平野水、有馬の鉄砲水、ヌノビキタンサン

などがある。戦前期まではわが国の炭酸水の過半はこれら兵庫県南西部に湧出した天然の炭酸水が占めて

いた。現在これらの炭酸水製造所は廃され、いまでは痕跡すらなくなりつつある。 

さてわが国を代表する炭酸飲料であるウィルキンソン炭酸水は武庫郡良元村の武庫川右岸の崖下に湧き

出でた炭酸水に出発点がある。明治 23（1890）年にこの炭酸水を瓶詰めしてウィルキンソン炭酸水が生ま

れた。創業の当初、瓶詰場は湧出地の山側、紅葉谷にあった。その後明治 37（1904）年に有馬郡塩瀬村生

瀬に移転する。こちらの建物は絵葉書などでよく知られた大規模な工場である。 

ウィルキンソン炭酸水のイメージはこの建物と分かちがたく結びついている。その理由は幾つか考えら

れるが、もっとも大きな理由は長く存在したことだ。平成 7（1995）年の阪神淡路大震災で被災し解体さ

れるまでの 90 年間、生瀬の武庫川岸にあって、国鉄福知山線の車窓からの観られることを考えて設計され

た建物であった。明治 31（1898）年には有馬口駅（現在の生瀬駅）まで開通していた。間違いなく鉄道か

らのまなざしを意識した建築スタイルになっていた。もうひとつの理由は長大な工場の全景を撮した絵葉

書の宣伝力である。とりわけ赤く塗られた軸組部に彩色を施した絵葉書はインパクトが強いものであり、

忘れられない印象を残した。 

ウィルキンソン炭酸水は神戸の居留地の英国人ウィルキンソンが経営し、明治から昭和期にかけてわが

国を代表する炭酸水メーカーになっていた。戦後は代が代わり孫のプライスが経営者となり、ヴァヤリー

ズオレンジで清涼飲料水メーカーとして確たる地位を築いた。が、高度経済成長期以降は停滞が続き、昭
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和 58（1983）年にアサヒビールに商標と事業が売却される。生瀬の工場は平成 3（1991）年まで稼働して

おり、工場は阪神淡路大震災のあった平成 7（1995）年まで残っていた。 

ウィルキンソンは炭酸水製造事業にくわえて、早くも明治 23（1890）年には紅葉谷に宝塚では最初の洋

式ホテルであるタンサンホテルを設けており、炭酸水の売り込み用の迎賓館的な要素もあった。そのよう

な意味では温泉保養地としての宝塚にもっとも早い時期に着目した外国人であった。すなわち炭酸水製造

所のみならず、その事業をとおして宝塚の洋風都市としてのイメージ形成に影響を与えたことは否定でき

ない。 

新設された生瀬の工場はアメリカ帰りの建築家下田菊太郎の設計施工である。下田菊太郎はアメリカで

建築家の資格を取得した建築家であり、この工場は観られることを意識し、ハーフティンバーのスタイル

を色彩で強調した外観となる。 

震災のあった夏（1995 年）に筆者は二度ほど内部を調査する機会に恵まれた。工場だけではなく、2 階

建ての事務所、元のタンサンホテルの 1 棟、丘の上の洋館、階段式になった濾過装置などを見て廻り、レ

ポート を提出していた。この時に東京在住の下田菊太郎の娘に聞き取り調査をおこなっている。その後施

工の一端を担った吉川組の当主とも出会っている。吉川組はタンサンホテルのみならず、工場建設に大工

として参画していた。 

現在工場跡地は大きく変貌を遂げ、高層のセルヴィオ宝塚マンションが 5 棟にわたって連立する。その

一角にウィルキンソン記念館が建ち、その中の一室に工場の模型と当時の写真が展示される。この室以外

は地域住民の交流のための場であり、博物館施設とはいえるものではない。丘の上の洋館があった場所は

公園となっており、その公園とマンション敷地をつなぐ崖状の傾斜地には井戸の横穴ならびに階段状の濾

過施設がそのまま残されており、当時のタイルや水溜が確認される。濾過施設の上屋は消滅しているが、

これらの痕跡は産業遺産としては貴重なものと捉えられる。2021 年秋に再調査をした際にも井戸から水が

湧き出し流れ出ていた。 

 

2 炭酸水製造工場の成立 

明治 37（1904）年夏に炭酸工場は従来の製造場から上流に約 1.5km の塩瀬村生瀬に移転する。この地は

現在、西宮市域2となるが、地理や歴史の文脈から判断すれば、あきらかに宝塚市側にあり、元の製造場と

同じ武庫川右岸に沿った場所であった。 

工場敷地が建設以前にはいかなる様相を呈していたのかは不詳であるが、炭酸水製造工場設計者の下田

菊太郎によれば、その敷地は武庫川の河原とある。だが、敷地の北側の平坦な土地が古写真からは田圃で

あったことや武庫川右岸に沿って木が生い茂る土手の上に道があり、生瀬工場建設後に土手の護岸工事が

なされた形跡から考えれば、この敷地は河川敷を大きく埋めて造成されたのではなく、おそらくは過半は

田圃であったと思われる。 

生瀬は明治 22（1889）年の町村制の実施までは生瀬村として独立した自治体であり、名塩村と合併して

塩瀬村が誕生する。明治 31（1898）年に阪鶴鉄道が宝塚駅から延伸した際、終着駅として有馬口駅（現在

の生瀬駅）が開業し、生瀬は利便性を備えた場所になっていた。ウィルキンソンが工場を新設するまでの

生瀬の村の様子3は次のようなものであった。 

 

生瀬鉱泉という温泉場があり、昔より付近の村民汲取りて浴用に供する。明治 29 年浴室を設けて来浴

室をむかえることになり 

 

生瀬に移転した理由は生瀬によい泉源が見つかったことにある。ウィルキンソンは新たな鉱泉をみつけ

るべく鉱泉を探していた。その理由は次の 3 点が考えられる。第 1 は旧温泉の泉源から湧出する炭酸水の

水量に限界があり、炭酸水が売れ出して生産が追いつかなくなった点、第 2 は紅葉谷の土地が狭く、製造

場を広げるにふさわしい土地に恵まれなかった点、第 3 は確証はとれないが、おそらくは所有者の宝塚温

泉との契約が更新されなかった点にあったのではないかと、推測される。 

ウィルキンソンによるタンサン水製造販売所はこの工場が移転した年に資本金 50 万円の「ウィルキンソ

ンタンサン鉱泉会社」となる。平野水や三ッ矢サイダーで知られた帝国鉱泉は明治 40（1907）年に資本金
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60 万円に、横浜の金線サイダーは大正 4（1915）年に資本金 50 万円となっており、この時期ではこの 3

社が日本の三大清涼飲料水メーカーになっていた。 

生瀬工場は平成 7（1995）年までの約 91 年間生瀬の地にあった。一部に増改築があったが、大きくは変

わらずに稼働していた。その建設費は定かではないが、建物だけでも数万円を有したものと考えられる。

建坪は約 2 千坪とある。この工場の特徴は前述の『近畿大観』によれば次のようなものであった。 

 

  其飲料水の源泉地の空気高燥にして山静に天然の湧水澄清にして而かも其噴水は更に五段の濾過器を

通じて瓦斯機関に於て炭酸瓦斯を溶解し百二十度の熱湯により洗滌したる後初めて空瓶に注入さるゝ

事なれば他会社の如く源泉の濾過に先ちて空気を濾過するの炊錯なく又紫光線を以て空気を消毒する

必要なきは本社の製品の特長たり、然り濾過の充分なる事は毫も泥臭を有せざるを以て証し細菌尠く

して衛生的の模範優良炭酸水の名ある所以を知るに足る、 

 

 山間の湧水が複数段にわたって濾過される点と山中ゆえに空気も清浄であるので、空気の濾過や消毒が

必要でないという 2 点が特徴として列挙されている。 

では建設直後にはこの会社はどのように認識されていたのだろうか。生瀬を含む宝塚界隈では最大規模

の工場になっており、大正 2（1913）年の『宝塚案内誌』4によれば、次のように記載がある。 

 

倉庫建亜鉛葺の一大工場を認むるはウヰルキンソン炭酸礦泉株式会社（社長英国人ウヰルキンソン氏）

なり、数百名の職工は孜々としてサイダーの製造に従事す、其販路の多くは海外輸出にあり、蓋し飲

料会社としては彼の三ッ矢平野水に次ぐ大会社なり 

 

ただし宝塚時代の炭酸水と生瀬に移転後の湧水の一番大きな違いは炭酸の含水量であって、生瀬は炭酸

がほとんど含まれておらず、人工的に発生させた「炭酸瓦斯を溶解し」水に溶かし込んだものであった。

そのことは地理学者の石橋五郎5の論考「アポリナスと六甲炭酸水」6のなかで次のように記される。 

 

ウィルキンソン炭酸水にありては以前は宝塚の硬水を使用し来れるも、水量寡少なるが為め其の後今

の生瀬に移り此の湧出する硬泉を以て之に代らしめたが、炭酸の含有量不足せるを以て人工に依り、

多量の炭酸瓦斯を加味して現在の優良なる炭酸水を製造して居る 

 

生瀬に移転した明治 30 年代後半の時期にはウィルキンソンや帝国鉱泉など鉱泉水メーカーの商品に、そ

れまでのタンサン水だけではなく、砂糖や香料を入れた甘味炭酸水、すなわちサイダーが加わる。サイダ

ーはこの時期ではシャンピンサイダーと呼称され、ラムネよりも高級なものと位置づけられていた。 

 

3 工場の建築 

ここではタンサン水製造所としての建築特徴を探る。配置計画と外観意匠の 2 点から、その特質を浮上

させる。史料としては「ウィルキンソンタンサン鉱泉株式会社生瀬工場建物配置図」7ならびに、古写真、

数種類の絵葉書、ウヰルキンソン記念館にある模型などがある。 

この配置図は表記が日本語であり、部屋名称は左書きとなり、寸法は尺貫法ではなくメートル法に基づ

いたものになっていることを考えれば、戦後に作成されたものと判断できる。模型については取壊し直前

の様子を示すものであり、建設当初のものではない。配置図と大正 4（1915）年時の写真を比較すると、

建物配置に変化はなく、この時期には解体時の建物配置がほぼ完成していたものと考えられる。ただ L 字

型の建物配置の内側に建てられた新瓶置場の 3 棟は廻りの建物との関係を考えれば、当初の設計ではなく

明治 37（1904）年から大正 3（1914）年までの間の増築の可能性がある。 

まず配置計画からみると、武庫川岸の道路に沿って L 字型をなす外形の建物があり、その内側には別棟

の建物が 3 棟設けられ、西側の段丘に沿ってさらに 3 棟の建物がある。道路に沿った東側の建物を川沿い

に南に向かうと、2 階建ての事務所があり、その南側は原料品倉庫、その南は箱板倉庫、住居となる。興

味深いことは全建物が統一してハーフティンバーの意匠になっていることだ。以上は製造ならびに保管の

施設である。 
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源泉をみると、井戸が西側の丘の上にあり、その湧水は崖の上方で横穴から源泉濾過室に流れ込む。濾

過室は重力落下式のもので、この水がパイプで調合室に運ばれるシステムになっていた。この施設は上屋

が設けられていたが、壁は赤く塗られた板で立ち上がりは鉄平石の乱張りとなり、ある種の野趣が生まれ

ていた。もうひとつ技師の住宅が南側の丘の上にあった。これは紅葉谷にあったタンサンホテルの増築棟

を移築したものであった。 

この L 字型建物は中央が製品置場、正面向かって右側、すなわち北側が製品試験棚、一方左側、つまり

東側は瓶苞置場となる。この 2 つの建物の接合点に搬入口がある。この部分は工場全体を象徴するかのよ

うに、高く掲げられた破風をみせ、玄関らしさを示す。 

この両棟ともに桁行方向の柱の間隔は 3,500mm、梁間方向は 4,880mm となる。屋根をみると、3 棟の建物

からなり、北側に 2 棟、東側の道路沿いに 1 棟となる。製品試験棚には棟の部分に採光用のガラス張りの

越屋根が立ち上がっていた。 

この別棟 6 棟は計画的な建設ではなく、後の増築によって建設されたようにもみえる。本来は中庭であ

った場所に配されていることからは、同時の完成ではなかったとみられる。西側の 2 棟は瓶洗作業場で梁

間は共通して 9,095mm となり、その西端に諸室を並べる棟が付く。北からみると、王冠洗浄室・鍛冶室・

調合室・研究室・硫酸,カルシウム倉庫となる。硫酸,カルシウム倉庫に保管される硫酸にカルシウムを入

れると、炭酸ガスが発生し、前述のようにそれを湧水に溶かし炭酸水を製造していたことがわかる。 

図面に戻ると、西側の瓶洗作業場の南側に汽罐室（ボイラー室）があった。ただ筆者が現地調査を実施

した際にも煙突は見出せなかった。模型でも同様となる。煙突が確認されるのは製品試験棚の南側にあつ

た瓶洗用ソーダ容解室である。事務所は 1 階が事務室と 2 室の小部屋が、マンサード屋根になった 2 階は

2 室からなる。 

配置計画全体をとおしていえることは、調合室で発生させた炭酸ガスを注入した原水は瓶詰されて、製

品試験棚をとおり、製品置場に到着し、出荷されるという、一連の作業工程に合わせて建物が配置されて

いたことである。明治から昭和後期頃までは瓶を回収して洗浄し使用することが一般的であり、瓶関連の

施設の占める面積が大きかったこともプランニング上の特徴のひとつである。ここでは瓶洗作業場、新瓶

置場、古瓶置場、瓶苞置場があり、全面積の過半を占めた。 

次に外観をみる。最大の特徴はハーフティンバー風の意匠の外壁と出隅部の搬入口に設けられた玄関構

えである。建物は基本的には平屋建てだが、搬入口棟と事務所棟の 2 カ所のみが 2 階建てとなる。搬入口

棟は高く掲げられた切妻破風に縦長の窓が設けられ、全体のバランスがとられる。白い壁面のなかで木部

は赤色に塗られ、色彩的に目立つ表現となる。搬入口棟正面の壁上部には TANSAN SPRING という文字が、

亜鉛鉄板葺きの屋根には WILKINSON’S TANSAN SPRING と記され、建物を使って宣伝がなされていた。 

外観は基本的には変化はないように思えるが、取り毀す前には存在しなかったダッチゲーブル8が備わっ

ていたことが竣工直後の写真からは判明する。詳しくみれば、3,500mm 幅の窓の上部に立ち上がったアー

ル状の破風のことで、円弧を反転したものが組み合わされていた。この破風が東側の外壁十カ所と北側の

外壁 1 カ所で確認される。川岸に沿った東側外壁面を中心に展開されていることからは、車窓からの視線

を意識して、外壁を飾る目的で付けられたものと考えられる。東壁に注目すれば、破風の両横の軒下の壁

には束に斜めの方杖からなるハーフティンバー風の装飾がみえる。取り毀す前には東壁は垂直方向の束が

並ぶだけになっており、方杖は消えていた。一方で北壁は腰壁上部から軒下までに及ぶ壁面全体にわたっ

て、束と方杖からなる外壁になっており、取壊し時までこの意匠は残っていた。 

このようなスタイルからは工場であるが、天然産出の飲料水を取り扱うということでそのイメージに適

した美しい意匠が実現していたことがわかる。このようなスタイルは施主のウィルキンソンの考えなのか、

それとも設計者の下田菊太郎の考えなのかは判別できないが、下田がこの 2 年後に神戸でハーフティンバ

ー風の外観を持つトーアホテルの設計をおこなっていることからは、下田の提案による可能性も考えられ

る。なおここでの赤と白という壁面の配色はイギリスでは「温泉のシンボル」という言い伝え 9が伝わる。 

内部空間については現役稼働していた写真 が 5 点ある。大正初期頃に撮影されたものである。瓶詰場・

洗瓶場・箱詰場・製品試験室ペーパ貼室・苞装場の 5 つの作業工程が撮影されている。洗瓶場・瓶詰場は

図面では瓶洗作業場とある西側の 2 棟が該当する。ここにはレールが引かれ、トロッコを動かすことによ

って、瓶を洗い瓶に詰める作業の合理化が図られていた。製品試験室ならびにペーパ貼室は瓶洗作業場の
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東側にあり、ここでは瓶詰されたタンサン水を水平に並べ、水漏れがないかどうかの検査をおこない、そ

の後レッテル貼りがおこなわれた。苞装（ほうそう）場は製品試験室の東側の瓶苞置場にあり、瓶に藁苞

（わらづと）を被せて木箱に入れる。これら内部空間の写真からは独立柱が連なるが、いずれもが腕木が

2 方向に備わり、天井は張られておらず、屋根材の亜鉛鉄板の裏面があらわしのままにみえるというもの

となっていた。 

 

4 ウィルキンソンの理念 

ジョン・クリフォード・ウィルキンソンは炭酸水ならびに清涼飲料水の製造に対して、いかなる理念を

もっていたのか。直接に製造についての言説は見出せていないが、大正 4（1915）年に刊行された倉島謙10

著の『清涼飲料水之新研究』11の序文のなかで、J.C.ウィルキンソンは工場と設備、生産機械について次

のような自説を披露しており、ここから J.C.ウィルキンソンの理念を読み取ることができる。以下その部

分を示す。 

 

「工場」：明らかに、必要な作業のために特別に設計された近代的な構造を有していることは大きな利

点です。新しい建物が不可能であっても、作業場は空間がゆたかで、採光も照明も明るく、衛生的で、

さらに有害で不快な臭いから免れている必要があります。床、壁、ベンチ、諸器具類は念入りに清潔

に保たれるべきです。 

「設備と生産機械」：設備と生産機械は、市場で適切な価格で十分に選択できるような高性能を有し、

近代的かつ評価されているタイプのものでなければなりません。機械は完全な動作順序で管理され、

満足のいく作業を確認するために定期的に検査する必要があります。一定の段階で原料の水や任意の

成分に接触するすべての部分は、徹底的に甘味で清潔に保たれなければなりません。 

「原料の成分」：入手可能な最良のものだけを使用する必要があります。格言「最上のものは最終的に

最も安価」は、長い研究と実務経験による製造よりも強力に該当します。この格言はすべての要求に

答えて満たすことが分かります。  

 

5 阪神間イメージの出発点としての工場景観 

 炭酸水製造工場が建てられた明治 37（1904）年の時点では、宝塚は川の南側の旧温泉に旅館が蝟集する、

いってみれば温泉地であれば、どこにでも見られるもののひとつに過ぎなかった。この時点では宝塚新温

泉や歌劇場はまだ登場せず、タンサンホテルと新しくできた炭酸製造工場以外には洋風建築はほとんど存

在しなかった。 

 ハーフティンバーに象徴される洋風建築スタイルにとどまらずに、川岸や川原を利用して敷地をつくり

だす土地取得の手法など、炭酸水製造工場は 7 年後の新温泉の「洋風宝塚」の誕生の際のイメージの先駆

けをなしたと考えることもできる。また大正 15（1926）年に創業をはじめる宝塚ホテルのリゾートホテル

風の外観に影響を与えていたものと思われる。 

 もっとも如実に影響がみられるものが、前述したトーアホテルである。明治後期から昭和戦前期にかけ

ての神戸を代表するホテルであり、ウィルキンソン炭酸水製造工場と同じハーフティンバーによる建築ス

タイルである。明治 41（1908）年に完成するが、幾つも塔屋を設けて、炭酸水製造工場で見せたハーフテ

ィンバーのスタイルを、より一層強く、華麗に演出していた。下田はここで採用した様式を「山腹家屋式

即ち英国式」12と呼んでいた。ここで生まれた建築イメージは、避暑地を目指した六甲山の別荘の開発の

際にも用いられていく。その中心施設が建築家古塚正治の設計した六甲山ホテルであって、同様にハーフ

ティンバーのスタイルが実現していた。 

このように下田のデザインした工場とホテルが、六甲山を取り巻く神戸から宝塚に至る、いわゆる広義

において阪神間といわれる地域の建築イメージの出発点をなしていた。従来では取りあげられることがな

かった下田菊太郎というアメリカ帰りの建築家のつくった工場建築がリゾート地という観点で一定の役割

を果たしていたということを指摘しておきたい。 

 

結 

1）ウィルキンソンタンサンは明治 23（1890）年より旧温泉の炭酸水を原料に生まれたもので、宝塚の
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紅葉谷で瓶詰をおこない、神戸港に運んでいた。同時に経営者のウィルキンソンは外国人をターゲットと

したタンサンホテルを経営しており、温泉リゾート地としての宝塚への最初の着目であった。このホテル

はコロニアルスタイルであり、宝塚では最初の洋風建築であった。 

2）創業者クリフォード・ウィルキンソンは英国生まれで、神戸の居留地を拠点として活動をおこなった

事業家である。営業に力を入れてタンサンの売り込みを盛んにおこない、アジア各地に移出し、わが国有

数の炭酸水製造所となる。初代ウィルキンソン没後は長女エッセルが跡を継ぎ、その跡は孫のハーバート

が事業を受け継ぎ、昭和 58（1983）年まで持続させた。 

3）ウィルキンソンは明治 37（1904）年に工場を生瀬に新築し移す。その直接の原因は炭酸水が売れ出

して生産が追いつかなくなったことである。背因として宝塚の炭酸泉の水量に限界があり、また土地が狭

く製造場が広げられなかった点が挙げられる。生瀬では水量に恵まれたが、含有炭酸ガスが少なく、人工

的に発生させた炭酸瓦斯を水に溶かし込んで製造することになる。工場の建築は機能上作業工程順に各室

が配置され、合理的な配置を示した。外観は車窓からのまなざしを考えてデザインされたもので、ハーフ

ティンバーの意匠でまとめられていた。 

4）生瀬の炭酸水製造工場はアメリカ帰りの建築家下田菊太郎の設計であり、居留地のネットワークある

いは米国海軍関係の人脈によって依頼を受けたものであった。下田はこの時期は横浜に建築事務所を構え

設計をおこない、また施工会社下田築造会社を経営し、設計と施工の両面で仕事を担っていた。炭酸水製

造工場のハーフティンバーのスタイルの延長線上に下田設計の名作、神戸のトーアホテルがある。 

5）ウィルキンソンタンサン工場の痕跡は丘の上の公園と高層マンション敷地の間の崖に穿たれた井戸の

横穴ならびにその傾斜地を利用して考え出された重力落下式の濾過施設にみることができる。濾過装置は

階段状となり、そこでは当時のタイルや水溜が確認される。濾過施設の上屋は消滅しているが、これらの

痕跡は井戸の横穴とともに産業遺産としては貴重なものと捉えられる。 
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写真 1 ウィルキンソン炭酸工場の全景 

 

写真 2 濾過装置外観 筆者撮影(1995 年) 

 

写真 4 濾過装置と源泉湧出口 筆者撮影 

(2021 年) 

 

写真 3 濾過装置(竣工時) 
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図 1 ウィルキンソン炭酸工場 濾過装置平面図 

 

写真 5 源泉湧出口 筆者撮影(2021 年) 

 

写真 6 源泉湧水口(竣工時) 

 

図 2 ウィルキンソン炭酸工場 配置図 
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写真 7 ウィルキンソン炭酸工場 模型  

写真 8 壜詰室(竣工時) 

 

 

写真 9 ウィルキンソン炭酸工場 対岸から 
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