
How to get started with Pivot-RP / Pivot-RP 利用開始にあたって 
 
You must first create your own Pivot-RP account by going through the SSO authentication. 
Creating your account maximizes the functionality and user experiences that Pivot-RP offers. 
/ 初回ログインの際は、SSO 認証を経て Pivot-RP の個人アカウントを作成してください。
アカウントを作成することで、Pivot-RPのすべての機能が使用可能となります。 
 
◆ Access from HU internal network / 学内ネットワークからのアクセス 
 
Step 1. Please go to [https://pivot.proquest.com] and select “Create an account”. / 
[https://pivot.proquest.com]へアクセスし、“Create an account”を選択してください。 

 

 
Step 2. Select “Use Institutional Login Credentials” option, choose “Hokkaido University” 
(should be automatically selected), and hit “Create my account”. / “Use Institutional Login 
Credentials”を選択し、プルダウンメニューに“Hokkaido University”が自動選択されている
ことを確認のうえ、“Create my account”に進んでください。 
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Step 3. Authentication via our SSO system. Proceed by putting your SSO ID and password. 
If asked by the system if you agree to access Pivot-RP, hit “Agree (同意する)” and proceed. 
*You will be led directly to Step. 4 if you are signed in to SSO in a different tab in the same 
browser. / 本学の SSO ID とパスワードを入力してください。システムから Pivot-RP への
アクセスの同意を求められた場合は、「同意する」を選択して進んでください。※ブラウザ
内の別タブで SSO へログインしている場合は、次のステップの画面へ直接遷移します。  

 
 
Step 4. Create your own Pivot-RP account by filling in all required fields. You must use your 
institutional email address (ending with “.hokudai.ac.jp”) to proceed. / 必要事項を入力し、
アカウントを作成してください。メールアドレスは必ず本学のもの（.hokudai.ac.jp で終わ
るもの）を使用してください。 

 
Step 5. Your Pivot-RP account has been successfully created. Proceed with updating your 
profile to make the most out of Pivot-RP, such as to receive spot-on information on research 
funds that match your expertise, save your searches and share them with your Co-Is, connect 
with researchers all over the world, and more. / 以上でアカウント作成は完了です。ご自身
のプロフィールを更新することにより、検索だけでなくご専門に適した助成金情報を受け
取ることができます。また、検索結果の保存や共有、海外の研究者へのコンタクトなども可
能になります。 



◆ Access from external network / 学外ネットワークからのアクセス 
 
Step 1. Please go to [https://pivot.proquest.com] and select “Create account”. / 
[https://pivot.proquest.com]へアクセスし、“Create account”を選択してください。 

 

 
Step 2. Select “Use Institutional Login Credentials” option, choose “Hokkaido University”, 
and hit “Create my account”. / “Use Institutional Login Credentials”を選択し、プルダウン
メニューから“Hokkaido University”を選択のうえ、“Create my account”に進んでください。 

 
 
Step 3. Authentication via our SSO system. Proceed by putting your SSO ID and password. 
If asked by the system if you agree to access Pivot-RP, hit “Agree (同意する)” and proceed. 
You will need to configure “One time password” in advance. *You will be led directly to Step. 
4 if you are signed in to SSO in a different tab in the same browser. / 本学の SSO IDとパス
ワードを入力してください。システムから Pivot-RP へのアクセスの同意を求められた場合
は、「同意する」を選択して進んでください。事前に「ワンタイムパスワード」の設定が必
要です。※ブラウザ内の別タブで SSO へログインしている場合は、次のステップの画面へ
直接遷移します。 



 

 
 
Step 4. Create your own Pivot-RP account by filling in all required fields. You must use your 
institutional email address (ending with “.hokudai.ac.jp”) to proceed. / 必要事項を入力し、
アカウントを作成してください。メールアドレスは必ず本学のもの（.hokudai.ac.jp で終わ
るもの）を使用してください。 

 
Step 5. Your Pivot-RP account has been successfully created. Proceed with updating your 
profile to make the most out of Pivot-RP, such as to receive spot-on information on research 
funds that match your expertise, save your searches and share them with your Co-Is, connect 
with researchers all over the world, and more. / 以上でアカウント作成は完了です。ご自身
のプロフィールを更新することにより、検索だけでなくご専門に適した助成金情報を受け
取ることができます。また、検索結果の保存や共有、海外の研究者へのコンタクトなども可
能になります。 
 


