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Source : https://www.hamlife.jp/2017/12/30/tvasahi-movie-yourname/ 

Translation : https://www.facebook.com/Laurent-Th%C3%A1p-1712320688787137/ 

 

 
 

"Your Name" is a “Japanimation” appeared in theaters in early 2017. (Note: In its category, this film is 

the world’s biggest Japanese hit of all time). 

Some of you might have noticed the presence of some amateur radio equipment appearing several 

times during the movie. 

 

Released from Tôhô studios in August 2016 and with 2,500,000 Yen collected, this movie is ranked 

second at the national box office. (This film will be broadcast for the first time on TV Asahi at 9 pm on 

Wednesday, January 3, 2018.) 

Many derivative products such as DVDs, books, comics had a great success. Thus, It is also possible to 

visit the regions and landscapes that served as a model for the film during "pilgrimages" organized by 

some tour operators. 

 

Synopsis, translation from TV Asahi's website: 

"For the second time in 1000 years, a comet will fly over Japan in the month. The young schoolgirl 

Mitsuha lives in a sanctuary in the countryside dealing with her traditional family obligations. The father 

no longer endures the rigor imposed by this life, leaves the family, and fights hard to become the 

mayor’s town. Mitsuha has this recurrent dream of becoming a high school student in Tokyo enjoying 

urban life. 

For his part, Taki is a high school student in Tokyo, and makes the same strange and recurrent dream 

becoming a girl in village at the countryside ... 

They quickly realize that, much more than a dream, their bodies are exchanged during brief periods of 

time. They decide to overcome the situation by leaving each other small notes. Feelings naturally 

building are suddenly replaced by a much more worrying situation ... " 

 

While our two distorted space and time heroes do their best to avoid the approaching disaster, it is 

possible to see many old amateur radios during several scenes. As classmates meet in the radio club 

room to deal with the situation, it is possible to see a Yaesu TS-520S and its VFO-520T. Although the 

scene lasts almost two minutes, it is difficult to understand and list all the material that appears here. 

Here is a pictorial analysis that will help to understand the layout of the station. 
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 Here is the room of the former radio club, in which meet the protagonists to deal with the crisis. "Many 

amateur radio stations" ; "Here the TS-520S and VFO-520". (illustration and analysis: Koichi Yokoyama) 

 

Thanks to Hamlife.jp research, it is possible to identify the radio material on the shelves. We can see a 

Trio-Kenwood TS-900, TR-5000 + VFO-10; a FLDX 400 + FV-401, YO-100, Yaesu FC-757 AT. Since some 

elements have not been clearly identified, do not hesitate to send us comments. 

  

 
Illustration and analysis: Koichi Yokoyama. 
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Without revealing of the end of the movie, note that these radio stations will play a key role in the 

transmission of a warning signal. This signal is transmitted on the frequency of the emergency and 

disaster prevention network used by the authorities. 

 

These numerous references to the world of amateur radio encouraged us to contact the direction of the 

movie who kindly answered that no hamradio operators are part of the staff : 

"The director himself is not qualified in radio and does not pay much attention to it. While writing the 

script, he collaborated with qualified partners, hoping thus to give an even more convincing aspect to 

the movie. " 

 

 

Japanese original text (corrections and suggestions appreciated) : 

2016 年 8 月に東宝系で公開されたアニメーション映画「君の名は。」（原作・監督・脚本：新

海 誠）。国内興行収入は 250 億円を突破、日本映画史上では歴代 2 位を記録する大ヒットとな

った。この映画が 2018 年 1 月 3 日（水）の 21 時からテレビ朝日系の地上波で初放送される。

ストーリーの途中で懐かしいアマチュア無線機が多数登場するシーンがあるので注目しよう。 

「君の名は。」は 2016 年 8 月に公開されたアニメーション映画だ。OM ハム諸氏は 1952（昭

和 27）年から NHK のラジオドラマで放送され、1953 年に松竹で映画化された菊田一夫の脚本

（真知子巻き、数寄屋橋での待ち合わせ、会えそうで会えないすれ違い、放送が始まると銭湯

の女湯がからっぽに…等のエピソードが有名）を連想するかもしれないが、それはタイトルの

最後に句読点がない「君の名は」という作品（12 月 31 日 21 時からテレビ神奈川で放送）なの

で誤解しないでいただきたい（hi）。 

空前の大ヒットとなった「君の名は。」。DVD や BD、小説などの関連商品も多数発売されてい

るほか、映画で登場する土地のモデルと考えられる場所への訪問（いわゆる「聖地巡礼」）も

流行している 

 テレビ朝日が公表している「君の名は。」のあらすじは次のとおり。 

『1000 年ぶりとなる彗星の来訪を 1 か月後に控えた、日本。山深い田舎町に暮らす女子高校

生・三葉（声・上白石萌音）は、憂鬱な日々を送っていた。町長である父の選挙運動や、自ら

の家系である神社の古き風習…。すべてが嫌でたまらなく、都会への憧れを強く抱いていた。

そんなある日、三葉は自分が東京の男子高校生になる夢を見て、念願の都会生活を満喫！ し

かもその不思議な夢は度々、繰り返されるようになった。 

 一方、東京で暮らす男子高校生・瀧（声・神木隆之介）も、山奥の町に住む女子高校生にな

る、という奇妙な夢を見ることが多くなっていた…。 

 やがて、自分たちの身体が夢の中で入れ替わっていることに気づいた 2 人。お互いにメモを

残すことにし、力を合わせてその状況を乗り切っていく。 

 ところが 2 人の気持ちが打ち解けてきた矢先、入れ替わりが突如、途切れてしまい…!?』 

 主人公の 2 人は、ある“迫り来る危機”を防ぐために時空を超えて活躍することになるのだが、

ストーリーの後半、三葉が高校の部室（元はアマチュア無線部室でもあったが、廃部のため閉

鎖されている）の中でクラスメートと危機から免れる方法を相談するシーンでは、TS-520S＋

VFO-520 などアマチュア無線機が多数見られる。部室のシーンは約 2 分間あるものの、室内が

俯瞰で映るのは短いため、見逃さないように位置関係をイラストで示しておこう。 

hamlife.jp がラックに設置されているアマチュア無線機を独自に検証したところ、トリオの TS-

900、TR-5000＋VFO-10、八重洲無線の FLDX400＋FV-401、YO-100、FC-757AT など、下記イラス

トのような機種が確認できた。一部は機種名の完全な特定ができなかったので、ぜひ録画して

割り出しに挑戦していただきたい。 
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またネタバレになるので詳しくは言及しないが、防災無線の「重畳周波数（起動用のトーン周

波数）」に関するセリフも部室シーンの直前に登場するので注目してほしい。 

 ラックやテーブルに置かれたアマチュア無線機の細密な描写や、防災無線の重畳周波数に注

目したストーリーなどから、hamlife.jp では「新海監督はアマチュア無線の資格を持っていたり、

業務無線の傍受を楽しんだ経験があるのでは?」と考え、同監督の所属会社に問い合わせを行っ

た結果、次のような回答を得ることができた。残念ながらアマチュア無線の資格は持っていな

いそうだ。 

「新海監督自身は無線技士の資格もなく、無線の傍受にもあまり興味を持ったことはありませ

ん。『君の名は。』のシナリオを書くにあたり、作品に必要なものとして成り立たせるために、

監督なりに調べたのみです。ですので、アマチュア無線をやってる方から、資格を持ってるか

のように見えたのなら、それは作品として説得力のあるものにできた、 

 


