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RV34x シリーズ ルータのポート トラフィック
統計を表示して下さい 

目標
 

ポート トラフィック 統計は管理者がそれによって来るインターフェイスおよびトラフィッ
クの状態を表示することを可能にします。 これらの統計情報はルータに接続されるデバイ
スの解決においてネットワーク管理者を助けます。 管理者はまたどの位データおよび電源
がポートごとに割り当てる必要があるか判別するのにこれらの統計情報を使用するかもしれ
ません。
 
RV340W ルータで Statistics ページ ワイヤレスは管理者がサービス セット識別名
（SSID）およびクライアントとルータ間の対応 する データ データ伝送の状態を表示する
ことを可能にします。 SSID がブロードキャストする無線周波のような情報の助けによって
、それは無線場合と関連しているネットワークの triangulate 問題を助けることができます
。
 
この資料の目標は RV34x シリーズ ルータのポート トラフィックを表示し定義する方法を
示すことです。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.01.16
  

ポート トラフィック 統計を表示して下さい
 
ポート トラフィックを表示して下さい
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインは統計情報 > ポート トラフ
ィック 『Status』 を選択 し。 
 

 
ステップ 2.ポート トラフィック 下記の表を表示して下さい。 表のコンテンツは次の通りで
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す:
 

 
ポート ID —インターフェイスの定義された名前および番号。
ポート ラベル—ポートの種類。 これはローカル エリア ネットワーク （LAN） ポート
、非武装地帯（DMZ）ポート、または Wide Area Network （WAN） ポートのどちらで
ある場合もあります。
リンクステータス—インターフェイスのステータス。 ステータスは接続されるか、ま
たは接続しないことができます。
ポートで受け取った Rx packets — パケットの数。
Rx バイト—受け取ったパケットの数 バイトで測定されて。
ポートで送信される Tx packets — パケットの数。
Tx バイト—バイトで送信されるおよび測定されるパケットの数。
パケットエラー—エラーパケットについての詳細。
 

注: この例では、WAN1 はほとんどのトラフィックを表示する。
 
ステップ 3. （オプションの）はカウンターが表示する統計情報をアップデートするように
『Refresh』 をクリック します。
 



 
ステップ 4. （オプションの）はゼロにすべての値を設定し直すためにカウンターを『
Reset』 をクリック します。
 

 
今正常に RV34x シリーズ ルータのポート トラフィックを表示する必要があります。
  

ワイヤレス トラフィックを表示して下さい
 

注: このエリアは RV340W にだけ適当です。
 
ステップ 1.下記のワイヤレス トラフィックを表示して下さい。 表のコンテンツは次の通り
です:
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サービス セット ID（SSID）の SSID name —定義された名前。
VLAN： Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）は SSID 割り当てられ
ました。
SSID がブロードキャストされる無線周波を name —無線で送って下さい。 これは 2.4
GHz 帯域または 5 GHz 帯域のどれである場合もあります。
status — インターフェイスのステータス。 ステータスはアクティブまたは非アクティ
ブである場合もあります。
ポートで受け取った Rx packets — パケットの数。
Rx バイト—受け取ったパケットの数 バイトで測定されて。
ポートで送信される Tx packets — パケットの数。
Tx バイト—バイトで送信されるおよび測定されるパケットの数。
マルチキャスト パケット—マルチキャストパケットの数 送信 された。
パケットエラー—エラーパケットについての詳細。
廃棄されるパケット— SSID で廃棄されるパケットの数。
衝突—ネットワークに発生した衝突の数。
クライアントのいいえ— SSID に接続されるクライアントの数。
 

ステップ 2. （オプションの）はカウンターが表示する統計情報をアップデートするように
『Refresh』 をクリック します。
 

 
ステップ 3. （オプションの）はゼロにすべての値を設定し直すためにカウンターを『
Reset』 をクリック します。 
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今正常に RV340W のワイヤレス トラフィックを表示する必要があります。
  

ポートステータスを表示して下さい
 

ステップ 1.ポートステータス 下記の表を表示して下さい。 表のコンテンツは次の通りです:
 

 
ポート ID —ポートの定義された名前および番号。
ポート ラベル—ポートの種類。 これは LAN、DMZ、または WAN ポートのどれである
場合もあります。
リンクステータス—インターフェイスのステータス。 ステータスは接続されるか、ま
たは接続しないことができます。
ポートのポート アクティビティ ステータス。 これはポート イネーブルまたはディセー
ブルである場合もありましたりまたは接続しました。
オートネゴシエーションの後でデバイスの Mbps の速度を status —促進して下さい。
双方向状態—デュプレクスモードはまたは十分に半分である場合もあります。
オートネゴシエーション—オートネゴシエーション パラメータのステータス。 有効に
されたとき、それはデュプレクスモードを検出する、接続がクロスオーバーを必要とす
れば、自動的にリンクのもう一方の端と一致する媒体依存インタフェース クロスオー
バー（MDIX）設定をまたは媒体依存インタフェース（MDI）選択します。
 

注: この例では、WAN1 は 1000 Mbps の速度の接続を表示する。
 
今正常に Rv34x シリーズ ルータのポートステータスを表示する必要があります。
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