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最後の 10 ページに挙げた文献の一つ [1] に, 正 17
角形の折り紙作図について詳しく書かれていますが,
それを再現して, 折り方の手順をまとめてみました.
何故これが正しい折り方なのか, といった数学の話

は省略します. 数学の話に興味がある方は, [1], [2],
[3] に書かれている正 17角形の話などを読んでみて
ください.

今回使用したもの:

• 折り紙（トーヨーの 24cm× 24cmのもの）
• 定規・シャープペン・消しゴム

注意: 普通のお店で売っている折り紙は 15cm×
15cmがほとんどですが, これより大きな紙を使うべ
きです. （しかし, 肝心の大きな折り紙を売っている
お店が少ないのが難点です.）

注意: 「縦と横の長さが同じ数値の折り紙は正方
形である」ということは疑う余地のない事実だと思
うかもしれません. しかし, 実際に売られているもの
を手にとると, 縦と横の差が若干ある紙（1mm未満
だが, 定規で測ると目で見える程度）も出てくるかも
しれません.
（このようなときは「その差が, 機械の裁断による
誤差などの合理的に説明できる範囲に収まっている
か」という点を気にするべきで, 直ちに「数学では,
縦と横の長さが等しくないものは正方形とは言わな
い」などと否定することは控えた方がいいでしょう.）

注意: 折る前に 9 ページの「注意」や 10 ページ
を先に読んでおいた方がいいかもしれません.

正 17角形の折り紙作図の手順
以下の手順は, [1] に書かれていることを実際の折

り紙を使って再現したものですが, 私が理解しやすい
ように, 折る順番や記号を入れ替えました.

(1) 縦横の中心線を折る. また, 縦の上部のみをさら
に 2等分し, そこに点線を引く.

(2) 前の (1) の点線と下端を合わせて折る.

この折り目に実線を引く.
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(3) 右半分を 2等分する縦線を折る.

2等分したうちの右側を, さらに 2等分する縦線
を折る.

この線と, 前の (2) で折った実線との交点を A
とする.

(4) A を通って, 右上隅の角が (1) の点線と重なる
ように折る.

蛍光灯などに折り紙をかざして, 点線ときちん
と重なっていることを確認しながら折るといい.

この線と, 横の中心線との交点を B とする.
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(5) B を通って, 前の (4) の折り目と垂直になる線
を折る.

B で折ったときに, 前の (4) の折り目が重なる
ようにすればいい.

この線と, 前の (2) の実線との交点を C とする.

注意: C は縦の中心線よりほんの少しだけ右に
ズレるはずです. そうでない場合,

• どこかの折り方が雑になった
• 紙が歪んでいる
• 紙が小さすぎてズレているように見えない

などの問題が考えられます. 特に, 紙の大きさは
重要です. よく見かける 15cm× 15cm程度の

大きさだと, 丁寧に折っていくと, このズレはほ
んのわずかで,「正確に折った結果」なのか「何
らかの誤差が現れた結果」なのかの区別が難し
いと思います. （逆, この部分のズレが大きく現
れていたら, 何らかの誤差が影響している可能
性があります.）

(6) 次に, B を通る縦の線を折る.

さらに, (1) の点線と横の中心線を 2等分する線
を折り, そこに点線を引く.

今引いた点線と, B を通る縦線との交点を D と
する.
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(7) Cを通って, Dが (2)の実線と重なるように折る.

蛍光灯などに折り紙をかざして, D と実線とき
ちんと重なっていることを確認しながら折ると
いい.

この線と, 前の (6) で引いた点線との交点を E
とする.

(8) E と右端が重なるように縦に折る.

この状態から, A を通る縦の線を折り返す.

折り返した線と重なるような折り目をつける.
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前の (8) で最後に折った線と (7) で折った線と
の交点を F とする.

(9) Fを通る横線を折り, そこに点線を引く.

これで, やっと第一段階が終了.

これ以降の第二段階で利用する線は

• これまでに引いた点線と実線
• 縦と横の中心線

となります. 縦と横の中心線は, 実際に利用する
工程に差し掛かったときに実線を引くことにし
ます. （これらの点線と実線を別の折り紙に写
しておくといいかもしれません.）

(10) 縦の中心線に実線を引き, それと左端を合わせ
て, 左半分を 2等分する縦線を折る.

2等分したもののうちの右側部分をさらに 2等
分する縦線を折るために, 今折った線と縦の中心
線を合わせる.

折った 2本の縦線と, (2) の実線とのそれぞれの
交点のうち, 右の方を G, 左の方を H とする.
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(11) 上端の中点を I とする.

G を通り, I が, (1) で引いた最も上にある点線
と重なるように折る.

折った線と, 縦の中心線との交点を J とする.

(12) J を通り, H が縦の中心線と重なるように折る.

今折った線と, (6) で引いた上から 2番目にある
点線との交点を K とする. また, 今折った線と
横の中心線との交点を L とする.
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（この辺りから, 各工程の写真を少し減らしてい
きます.）

(13) K を通る縦の線を折り, これと (1) で引いた最
も上にある点線との交点を M とする.

(14) L を通る縦の線を折り, これと (9) で引いた最
も下にある点線との交点を N とする.

次の準備のために, ここで横の中心線に実線を
引く.

(15) N を通り, M が横の中心線と重なるように折る.

(16) 　 中心の点を O とする. この O を通り, 前の
(15) で折った線に垂直に折る.

この線と, (1) で引いた最も上にある点線との交
点を P とする.
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(17) P を通る縦の線を折り, 点線を引く.

これで, ようやく第二段階が終了.

いよいよ, 正 17角形の頂点を決める段階に入り
ます. これ以降, 必要な線は

• (17) で折った点線
• 縦と横の中心線

のみです.

（(17) の点線を別の新しい紙に写して, ここか
ら先は新しい紙の方を折っていった方がいいか
もしれません.）

注意: ようするに, この点線を引くために, (1)
から (17) までの長い工程が必要だった, という
ことです.

注意: ちょっとだけ数学のことを書きます. いま,
r を「中心線の長さの半分」としたとき, (17)の
点線と中心 O との（数学の証明から得られる）
距離は, r × cos

4π

17
= r × cos

720◦

17
です.

その準備のため, 左端の中点を「1」とします.

この「1」を正 17角形の最初の頂点として, 時
計回りに「2」「3」· · · と頂点に番号をつけます.

(18) 中心 O を通り, 「1」が, 前の (17) の点線と重
なるように折る.

「1」を通り, 今折った線と垂直な線を折る.
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その折った線と, (17) の点線との交点が 3番目
の頂点「3」となります.

このとき,「3」と中心点 O を結んだ直線と, 横
の中心線とのなす角が

720◦

17
= 42.35 · · ·◦

となれば完璧なのですが · · ·

これ以降は, 数学的な興味というよりは, 要領の善
し悪しの問題のなると思います.
例えば「1」と「3」の間の頂点「2」は, (18) の始

めに折った線上にある（はず）なので, この (18) の
始めに折った線と横の中心線を合わせて角の 2等分
線を折り, 続けてそれに垂直で「1」を通る線を折り

ます. そのとき, 垂直に折った線と (18)で最初に折っ
た線との交点が頂点「2」です.

それ以外の頂点は,

• 完成する正 17角形は上下対称になる（はず）

という性質を使いながら,「3」や「2」の決め方と同
様のテクニックで頂点を決めていくことができます.
ただ, 他にも頂点の決め方はいろいろありそうな気

がするのですが, 私にはあまり要領のいい方法が思い
つかなかったので, ここではあえてそれは省略して最
終的な完成図のみを載せることにします. （結局, こ
の写真のものも少しズレてしまいましたが · · ·）

注意: これだけの回数折っていくと紙が結構傷ん
でしまいます. 例えば, 次の写真は最後の完成図の紙
の中心部分を拡大したものです.

同じ紙で何度も中心を通る線を折ったので, 中心部
分が少し歪んでしまいました.

注意: 似たような話ですが, 同じ紙を何度も折った
り伸ばしたり, 消しゴムで線や字を消したり, などを
繰り返しているうちに, 折り紙自身が若干歪んでしま
うかもしれません.
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ここでは説明のために同じ紙を折り続けましたが,
実際に折る際には, 各段階で自信が持てる折り方がで
きたら, 別の新しい紙に必要な線を写した上で, その
新しい紙を使って続きを折った方がいいでしょう.

参考: 今回紹介した話とは異なりますが, [3] の
P.84–86 に, 今回紹介したものとは別の数学的に正確
な正 17角形を作る方法が書かれています.
私はこの作図法は試したことはありませんが, [3]

には, 他にも非常に多くの図形を折り紙で作る方法が
解説されていますので, 図形や折り紙に興味がある方
は [3] も合わせて見てみるといいかもしれません.

おわりに
元々は, ブログ ([4]) のネタの一つとしてやってみ

た正 17角形の作図ですが, それを見た方から「ブロ
グにある正 17角形の折り方を教えてください」とい
う話があったことに加えて, [1] に書いてある手順だ
と右に行ったり左に行ったりして私にはわかりにく
かったので, 私なりにまとめ直して, 備忘録代わりに
この資料を作ってみました.

ここで紹介した折り紙作図の工程は,

• 第一段階は右を折ることが多い工程,

• 第二段階は左と中央を折ることが多い工程,

という感じになっています. このように, きれいに各
工程を分けることができるのは, [1] の数学による説
明方法に起因していると思っています.

具体的に言うと, [1] の数学による説明では, 座標
を使って計算していますが, その際に, 原点の位置や
座標軸を固定することなく, 折るたびに原点を動かし
座標軸を変えながら考えていきます. そのため, 計算
がしやすくなるばかりではなく, 折る直線の位置が重
ならず, さらに交点が外にはみ出すこともなく, これ
だけ多くの複雑な工程の全てを, 一つの正方形の中に
区別可能な状態で納めることができているようです.

数学というと, とかく机上の計算や理論の話ばか
りで現実的なことへの配慮が欠けていると思われが
ちですが, この作図は, 実際に正方形の中だけで折る
ことができるように配慮しながら数学による説明を
行っている, という点が面白いところです.

ということで, ここに書いたことは,（匠の世界で
はなく）あくまでも「数学の世界」の紹介です. こ

の資料には数学の話はほとんど書いていませんが, 証
明や数式とは別の形で, そういったことの一端を少し
でも感じて頂けたら, それだけで十分です.

くれぐれも「寸分の狂いのない完璧な正 17角形を
折るぞ」などと気を張らずに, 気楽にこの資料の手順
を試して頂けたら幸いです.

謝辞: ブログ ([4]) を読んでくださっている皆様,
ありがとうございます.
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おまけ:

数学にまったく興味がなく, 折るのも面倒と思う方へ

ここで説明した手順は, 実質的には正 17角形を作
るために本質的に必要となる (17) の点線を折るため
のものですが, よく見ると,

• （大雑把にですが）この線を折るための手順は,
(1) から (17) までの 17 個の工程にわけること
ができる

• この線を折るために使う点は, (4) で最初に使う
「右上隅の角の点」から始まり, それに A から
P までを加えて, 合計 17 個となる

など, 偶然でしょうけど, 何となく不思議な感じがし
ます. （ただ, 残念ながら, 折る線の総数は 25 本で,
17 本ではありません.)

どうでもいい話だとは思いますが, 歴史上の大天才
「ガウス」が目をつけた正 17角形なので, 何かもっと
面白そうなことが隠れているかもしれません.
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