
コンビナトリアル遺伝子変異導入ライブラリー
(Combinatrial Variant Libraries)

シリコンを基板としたDNA合成プラットフォームと、確立した分子生物学の専門知識によるTwist 

Bioscienceの大量で且つ高品質オリゴを合成するユニークな方法は、特異的でユーザー定義の

構成で且つ非常に高い多様性を持った遺伝子変異ライブラリーの構築を行うことができます。

Get in touch at sales@twistbioscience.com or learn more at twistbioscience.com

You Design It, We Build It

シリコンを基板としたDNA合成プラットフォームによる高精度
ライブラリー生成

主な利点

高い多様性と精度

• シングルもしくはマルチscaffoldsに

おいてマルチ変異ドメイン（>10^10

変異）

• コドンの使用（すべて64コドン）、ア

ミノ酸分布、変異の長さが正確にコ

ントロール

認証された品質

• 厳しい品質管理、修正を加えた領

域のNGS解析の認証も含みます

• 配列変異比率の検証

柔軟性

• すべての配列、シングル又はマル

チドメインまたはコンビネーション‐

シングル、ペアー又はトリプル変異

• モジュール合成システムにより、反

復と将来のライブラリーが可能

製品仕様

• 製品形状：リニアな二本鎖DNA

• 納入形状と総量：すべての変異がプ

ールされたチューブ、1μg（フラグメン

トの長さに依存）

• 価格：ご依頼内容に依存

• 納期：ご依頼内容に依存

WILD TYPE

MUTAGENESIS

SYNTHESIZED OLIGOSMASSIVELY PARALLEL SYNTHESIS 
of HUNDREDS of THOUSANDS of OLIGOS

NGS VERIFICATION

DESIGN

MULTIPLE SITES

STRETCH

MULTIPLE STRETCHES
LENGTH VARIATION

分子生物学の専門知識と高いスループットのオートメーションによる大量のオリゴヌクレオチド合成は、抗体やタンパ

ク質工学のスクリーニングで使われるコンビナトリアルライブラリーを非常に正確に作成します。

部位飽和遺伝子変異導入ライブラリーの構築方法の比較

Degenerate 
(NNK/NNS)

TRIM/Trimer 
Controlled

Twist Combinatorial 
Variant Libraries

配列バイアスの除去 No No YES

利用可能なコドン数 32 20 All 64

不要なモチーフを防ぐ No No YES

コドンの最適化 No No YES



Twistの理論的に作られたライブラリーには品質と構成にお
いて並ぶものがありません

Generation of a high diversity 
combinatorial variant library. Variants 
in 8 sequential amino acid positions 
were generated, with all 20 AA 
residues in the fi rst seven sites (5% 
representation expected for each) 
and 4 AAs in the eighth (25% each), in 
all combinations, for a total diversity 
of 5 x 10^9. All expected variants at 
all positions were present and nearly 
all were at the desired ratio. 

Twist’s modular fabrication strategy and ability to create libraries with defi ned composition delivers a practical, multi-

Get in touch at sales@twistbioscience.com or learn more at twistbioscience.com
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モジュール、マルチユーズライブラリー

Twistのライブラー製造技術で優れているもう一つの点は、カセット又は多様性域と一定領域の

モジュールの構築とアーカイブ機能にあります。これにより高度の多様性を持ったライブラリーを

より早く低コストで供給することを可能にします。複雑なライブラリーは、異なる設計で多様性を持

ったいくつかの特異的なカセットを組み合わせることにより構築されます。まるでレゴブロックのよ

うに、Twistは類似しているが異なる構造のライブラリーを構築する為に、多数の相互交換可能な

ブロックを提供できます。この技術は、抗体の研究者とプロテインエンジニアに、現在研究されて

いるライブラリーデザインの修正と発展を可能にし、利益をもたらします。

包括的な解析の為に、新しい多様性をお客様のライブラリー
に

お客様の設計されたライブ
ラリーを正確に構築します

• 正確に制御されたシングル、

ペアー、トリプルコンビナトリア

ル変異

• シングルもしくはマルチ

scaffoldsにおいてマルチ変異

ドメイン

• ドメインにおいて、正確に比率

が制御されたアミノ酸分布と長

さの多様性

• 効率的なhumanizationのた

め、ドメインにおいてすべての

可能なバイナリ置換

• 不要な配列モチーフや制限

領域を最小限に防ぎます

• お客様が何をスクリーニングし

ているのか分かるように、すべ

てのライブラリー配列はNGS認

証されます
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4 Variable Regions Modular Assembly of Variable Regions

国内総代理店
リーセンテック株式会社
東京都中央区日本橋人形町
3-1-11 NNT ビル3F
Tel:03-3660-0131


