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1.1 概要 

成蹊大学では、新シングルサインオン認証システム(以下「SSO 認証システム」と表記）を導入します（2020 年 3 月より）。こ

のシステムを用いたシングルサインオンポータル（通称「SSO ポータル」）では、以下の２つのことができます。 

■ シングルサインオン認証（SSO 認証） 

SSO ポータルにログインすると、連携しているシステムへのユーザ ID とパスワードの入力を省略してアクセスすることができます。ご

利用いただけるシステムは以下の通りです。 

・SEIKEI PORTAL 

・CoursePower 

・WebClass 

・Office365 

・Ufinity 

※各サービスの利用権限が付与されている方に限ります。学生・教職員、小学校・中高・大学、専任・非常勤等の区分により、

サービスの利用範囲は異なります。 

■ パスワード変更 

従来通り(1)～(14)のサービスのパスワードは同一で、一括変更ができます。 

加えて、一部の小中高教員・事務職員（業務用パソコンのログイン ID に教職員番号を含む方）は、(1)～(14)の他、 

(15)～(17)も含めてパスワードを統一および一括変更できるようになります。

パスワード一括変更一覧表 

項番 サービス 学生 教員 職員 

1 スタディホール・PC 教室・図書館等の設置パソコン ○ ○ ○ 

2 SEIKEI PORTAL ○ ○ ○ 

3 Office365 ○ ○ ○ 

4 CoursePower ○ ○ ○ 

5 WebClass ○ ○ ○ 

6 My Library ○ ○ ○ 

7 Proself ○ ○ ○ 

8 Unix 演習機 ○ ○ ― 

9 授業で作成する Web サイト ○ ○ ― 

10-1 無線 LAN(CC-WIFI,Seikei-WiFi) ○ ○ ○ 

10-2 無線 LAN(SES-WIFI) ― ○ ○ 

11 学認サービス（eduroam 等） ― ○ ○ 

12 Ufinity ― ○ ― 

13 事務システム（CampusmateJ 基幹系） ― ― ○ 

14 事務システム（ACOffice） ― ○ ○ 

 



4  

15 小学校児童・教員用パソコン＜小学校＞ ― △ ― 

16 中高教員用パソコン＜中高＞ ― △ ― 

17 事務職員用パソコン＜職員＞ ― ― △ 

 

〇︓各サービスの利用権限が付与されている方に限ります。小学校・中高・大学、専任・非常勤等の区分により、サービスの利

用範囲は異なります。 

△︓一部の小中高教員・事務職員（業務用パソコンのログイン ID に教職員番号を含む方）に限り、初回の設定作業＜ 

1.2 初回ログイン時の設定作業＞により、今後は SEIKEI PORTAL や WebClass 等のパスワードと業務用パソコンの

パスワードが同一になります。 

その他の小中高教員・事務職員（業務用パソコンのログイン ID に氏名等を含む方）は、現在のパスワードをご利用くださ

い。なお、パスワードの変更・初期化は、従来通り、ヘルプデスクにて行います。 
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1.2 初回ログイン時の設定作業 ※各自、必ずご確認ください︕ 

新システム切替以降、初回の SSO ポータルのログイン時に、以下の設定を必ず行ってください。 

 

a.学生 

SEIKEI PORTAL に現在のID・パスワードでログインし＜1.3SEIKEI PORTAL 等へのアクセス方法について＞、「パスワ

ード初期化用メールアドレスの設定」＜1.5 アカウントの設定＞を行ってください。 

この設定により、パスワードを忘れた場合でもご自身でパスワードを変更することができます。 

 

b1.教職員＜小中高教員・事務職員のうち、業務用パソコンのログイン ID に教職員番号を含む方＞ 

小中高教員・事務職員のうち、業務用パソコンのログイン ID に教職員番号を含む方が対象です。それ以外の方は、b2 

をご参照ください。 

SSO ポータルに P3 にある(1)~(14)の ID・パスワードでログインし＜1.3SEIKEI PORTAL 等へのアクセス方法について 

＞、「パスワード変更」および「パスワード初期化用メールアドレスの設定」＜1.5 アカウントの設定＞を行ってください。 

この設定により、現在異なっている SEIKEI PORTAL や WebClass 等のサービスと業務用パソコンログイン時のパスワード

が同一になります。また、パスワードを忘れた場合でもご自身でパスワードを変更することができます。 

新システム切替前後における各サービスの ID・パスワードは以下の通りです。 

 

ステップ１：新システム切替前 

現在お使いの ID・パスワードで各システムにログインできます。 

（例） 

 

（1）～（14） 

SEIKEI PORTAL 他 

（15）～（17） 

小中高教員・事務職員用 PC 

ID s01234 

パスワード abcd XYZ 

 
 

ステップ 2：新システム切替以降（初回 SSO ポータルログイン時） 

SSO ポータルに(1)~(14)の ID・パスワード（例 ID:s01234、パスワード:abcd）でログインし＜1.3SEIKEI 

PORTAL 等へのアクセス方法について＞、 

①パスワード変更（例 abcd→ABC#123）＜1.4 パスワード変更＞②パスワード初期化用メールアドレスの設定 

＜1.5 アカウントの設定＞を行ってください。 
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ステップ 3：パスワード変更後 

ステップ 2①で行ったパスワード変更により、(1)～(17)全てのパスワードが連携され、一律に変更された状態となります。

また、今後パスワードを忘れた場合でも、ステップ 2②での設定により、ご自身でパスワードを初期化＜1.4 パスワード変更

＞することができます。 

（例） 

 

（1）～（14） 

SEIKEI PORTAL 他 

（15）～（17） 

小中高教員・事務職員用PC 

ID s01234 

パスワード ABC#123 

 

b2.教職員 ＜大学教員・b1 に該当しない小中高教員・事務職員＞ 

大学教員および b1 に該当しない小中高教員・事務職員（業務用パソコンのログイン ID に氏名や xxx-staff 等を含

む方）が対象です。 

SSO ポータルに P3 にある(1)~(14)の ID・パスワードでログインし＜1.3SEIKEI PORTAL 等へのアクセス方法について 

＞、「パスワード初期化用メールアドレスの設定」＜1.5 アカウントの設定＞を行ってください。

この設定により、パスワードを忘れた場合でもご自身でパスワードを変更することができます。 

なお、小中高教員・事務職員が利用する業務用パソコンのパスワードの変更・初期化は、従来通り、ヘルプデスクにて行

います。 
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1.3 SEIKEI PORTAL 等へのアクセス方法について 

新システム切替以降、連携しているシステム＜1.1 概要＞のログイン方法が変わります。 

a. 学生 

①SEIKEI PORTAL（https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do）にアクセスし、 

「ログイン」をクリックしてください。 

 

②ログイン画面が表示されるので、ユーザ ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。 

ユーザID とパスワードは、現在 SEIKEI PORTAL やWebClass にログインしているものと同一です。 

 

③SEIKEI PORTAL のログイン後の画面が表示されます。 

右下の「外部リンク」から「パスワード変更」「パスワード初期化用メールアドレスの設定」「Office365」「CoursePower」 

「WebClass」をクリックすると、ログイン不要で各システムにアクセスできます。 た

だし、「CoursePower」は次に表示される「ログイン」もクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ブックマーク等から別サービスにアクセスした場合もログイン不要で利用できます。(同一ブラウザ利用時のみ) 

 

※画面の表記は変更される場合がございます。 

※各サービスサイトは別タブで表示されます。 

https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do
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b. 教職員 

 

b1.SSO ポータルからアクセスする場合 

①SSO ポータル（https://idp.seikei.ac.jp/user/）にアクセスしてください。 

 

②ログイン画面が表示されるので、ユーザ ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。 

ユーザ ID とパスワードは、現在 SEIKEI PORTAL や WebClass にログインしているものと同一です。 

 

③SSO ポータル画面が表示されます。 

この画面から「SEIKEI PORTAL」「WebClass」「CoursePower」「Ufinity」「Office365」「アカウントの設定」「パスワ

ード変更」をクリックすると、ログイン不要で各システムにアクセスできます。 

ただし、「CoursePower」は次に表示される「ログイン」もクリックしてください。 

（例） 

学生画面 事務職員画面 

 
※小学校・中高・大学、専任・非常勤等の区分によって、表示されるアイコンは異なります。 

※各サービスサイトは別タブで表示されます。 

※ブックマーク等から別サービスにアクセスした場合もログイン不要で利用できます。(同一ブラウザ利用時のみ) 

https://idp.seikei.ac.jp/user/
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b2-1.各サービス（Office365 以外）に直接アクセスする場合 

①各サービスにアクセスし、「ログイン」をクリックしてください。 

（例）WebClass 

 

②ログイン画面が表示されるので、ユーザ ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。 

ユーザID とパスワードは、現在 SEIKEI PORTAL やWebClass にログインしているものと同一です。 

 

③アクセスしたサービスのログイン後の画面が表示されます。 

（例）WebClass 

※ブックマーク等から別サービスにアクセスした場合もログイン不要で利用できます。(同一ブラウザ利用時のみ) 
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b2-2.Office365 に直接アクセスする場合 

①Office365 のログイン画面でメールアドレスを入力してください。 

メールアドレスは s+教職員番号@cc.seikei.ac.jp（例 s01234@cc.seikei.ac.jp）です。

パスワードの入力は不要です。 

 

②ログイン画面が表示されるので、ユーザ ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。 

ユーザ ID とパスワードは、現在 SEIKEI PORTAL やWebClass にログインしているものと同一です。 
 

 

③Office365 のログイン後の画面が表示されます。 

※ブックマーク等から別サービスにアクセスした場合もログイン不要で利用できます。(同一ブラウザ利用時のみ) 

mailto:s%2B教職員番号@cc.seikei.ac.jp
mailto:s01234@cc.seikei.ac.jp
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1.4 パスワード変更 

新システム切替以降、連携しているシステム＜1.1 概要＞のパスワード変更方法が変わります。 

a.パスワードを忘れた場合 

予めご自身で「パスワード初期化用メールアドレス」を登録＜1.5 アカウントの設定＞しておく必要があります。 

 

1. 学生は SEIKEI PORTAL（https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do）の「ログイン」ボタンをクリック、 

教職員は SSO ポータル（https://idp.seikei.ac.jp/user/）にアクセスして、

ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。 

 

2. パスワード初期化画面が表示されるので、ユーザ ID を入力し、「パスワード初期化」をクリックします。 

https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do
https://idp.seikei.ac.jp/user/
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件名︓【成蹊大学】パスワード初期化 URL のご案内

本文︓ 

us201234 成蹊 太郎様 

 

パスワード初期化の要望を受け付けました。 

以下の URL にアクセスすると、初期化されたパスワードが記載されたメールが送信されます。 

https://idp.seikei.ac.jp/user/resetpassword.php?initpwdid=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... 

 
なお、上記 URL の有効期限は本メール配信後 24 時間となります。 

24 時間を過ぎた場合は無効になりますので、再度初期化手続きをやり直して下さい。 

件名︓【成蹊大学】パスワード初期化のご案内

本文︓ 

us201234 成蹊 太郎様 

 

現在お使いのパスワードは 

XXXXXX 

に変更されました。 

以下の URL にアクセスし、「パスワード変更」のアイコンをクリックして、ご自身の使いやすいパスワードに変更し

てください。 

 

パスワードの変更はこちらから 

https://idp.seikei.ac.jp/user/index.php?app=password 

3. 「パスワード初期化用メールアドレス」宛にパスワード初期化 URL のメールが送信されます。文面にある URL をクリックし

ます。 

 

4. 「パスワード初期化用メールアドレス」宛に初期パスワードが送信されます。 

 

 
 

5. ｂを参照し任意の PW へ変更します。 
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ｂ. パスワードを変更する場合 

SSO ポータルよりご自身で連携しているシステム＜1.1 概要＞のパスワードの変更を行うことができます。 

 

1. 学生は SEIKEI PORTAL（https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do）にログイン後、外部リンク先に

ある「パスワード変更」を、 

教職員は SSO ポータル（https://idp.seikei.ac.jp/user/）にログイン後、「パスワード変更」をクリックします。 

 

2. パスワード変更画面が表示されるので、任意の「新しいパスワード」を入力し、「更新」ボタンをクリックしてください。 

パスワードの変更に失敗した場合、パスワードポリシーに満たないパスワードを設定している可能性がありますので、ご確認

ください。 パスワードチェックツール 

 

3. 正常に変更された場合は「パスワードが変更されました」と表示されます。 
 

https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do
https://idp.seikei.ac.jp/user/
https://www.seikei.ac.jp/university/sched/riyo-annai/password-check/password-check.html
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件名︓【成蹊大学】パスワード初期化用メールアドレス登録完了のご案内

本文︓ 

us201234 成蹊 太郎様 

 

「パスワード初期化用メールアドレス」の登録が完了いたしました。 

今後、お手持ちの端末の機種変更などでメールアドレスが変更された場合には、

必ず更新を行ってください。 

1.5 アカウントの設定（パスワード初期化用メールアドレス・言語設定） 

パスワードを忘れた際にご自身でパスワードを初期化できるよう、「パスワード初期化用メールアドレス」の設定を必ず行ってく

ださい。お手持ちの端末の機種変更などでメールアドレスが変更された場合には、必ず更新を行って下さい。 

 

1. 学生は SEIKEI PORTAL（https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do）にログイン後、外部リンク先にあ

る「パスワード初期化用メールアドレスの設定」を、 

教職員は SSO ポータル（https://idp.seikei.ac.jp/user/）にログイン後、「アカウントの設定」を

クリックします。 

 

2. 「パスワード初期化用メールアドレス」に通知が受け取れるメールアドレスを入力してください。 

ここには学園・大学から付与された Office365 のメールアドレス（～@〇〇.seikei.ac.jp）は入力しないでください。

また、ここでは SSO ポータルに表示する言語を変更することもできます。 

入力後、「更新」ボタンをクリックしてください。正常に変更された場合は「設定が完了しました。」と表示されます。 
 

3. 更新と同時に、登録した「パスワード初期化用メールアドレス」宛に確認メールが送信されますので、メールを着信している

かご確認ください。 

万が一、確認メールが届かない場合は、入力したメールアドレスが間違っているか、確認メールの差出人である

gjc@jim.se ike i .ac . jp  からのメールが拒否されている可能性がありますので、入力したメールアドレスおよびご自身のメー

ル設定をご確認ください。 

https://portal.seikei.ac.jp/campusweb/top.do
https://idp.seikei.ac.jp/user/
mailto:gjc@jim.seikei.ac.jp

