
遺伝情報差別禁止法（抄訳） 
 
Section 1. 略名、目次――略 
 
Section 2. 知見 
(1) ヒトゲノム配列の解読及び遺伝学におけるその他の進展は、医療の発展に重大且つ新た

な可能性を切り開く。疾患の遺伝学的基礎についての新たな知見は、しばしば症状の発

現前に、疾病の早期発見を可能にする。遺伝学的テストは個人が特定の失調に罹患する

可能性を減らすために処置を講ずることを可能にできる。遺伝学についての新たな知見

は、現在の処置よりも疾病に対してより効果的な又は副作用が少ない、より良い治療法

の開発を可能にしうる。このような発展は、医療保険や雇用において差別するための遺

伝学的情報の潜在的濫用を生じる。 
(2) 遺伝学の初期の科学的知識は、数ある条件の中で、精神遅滞、精神疾患、癲癇、視覚障

害及び聴覚障害のような遺伝学的「欠陥」を有していると考えられる人々の不妊につい

て規定した州法の基になった。最初の断種法は、1907 年にインディアナ州で制定され

た。1981 年までに、大半の州は明確な遺伝的特性又は傾向を「矯正する」断種法を採

択した。以後、これらの州法の多くは廃止され、デュー・プロセス、及び、平等保護の

重要な憲法要件を含むよう修正された。しかし、現在の遺伝学的知見の爆発的な増大と、

初期の遺伝学を基にした州による断種法の歴史が、この分野での連邦議会の行動を余儀

なくさせている。 
(3) 遺伝子は表面的には中立的な指標であるが、遺伝学的状態及び異常の多くは、特定の人

種及び民族グループならびに性別と結び付けられる。いくつかの遺伝学的特徴は特定の

グループにおいて最も顕著であるので、特定グループのメンバーは遺伝学的情報の結果

としてスティグマ化され、差別される。この形式の差別は、1970 年代に著しかった。

それは、アフリカ系アメリカ人を苦しめる病気である鎌状赤血球症の保因者をスクリー

ニングし同定するプログラムの出現に見られた。再度、州議会はその分野での差別的立

法を制定し始め、1970 年代初頭には全てのアフリカ系アメリカ人に対する、鎌状赤血球

症に関しての強制的な遺伝子スクリーニングを開始し、差別と必要のない恐怖をもたら

した。このスティグマを幾らか緩和するため、連邦議会は、鎌状赤血球症テストが任意

でない限り連邦から州への資金援助を差控える National Sickle Cell Anemia Control 
Act を 1972 年に採択した。 

(4) 連邦議会は、職場における遺伝学的差別の例に関する報告を受けている。この中には、

Norman-Bloodsaw v. Lawrence Berkeley Laboratory (135 F.3d 1260, 1269 (9th Cir. 
1998)) 事件において被用者勝訴の判決に決着した、ローレンス・バークレイ研究所で

の雇用前の遺伝学的スクリーニングの利用が含まれる。連邦議会は、雇用及び医療保険

における差別の恐れを除去すること、及び、差別の事実上の実行を禁止することにおい
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てやむにやまれぬ公益を明確に有している。 
(5) 医療保険及び雇用における遺伝学的差別に取組む連邦法は、その保護の範囲及び内容の

両面において不十分である。さらに、多くの州が一定の遺伝学的差別禁止法を制定して

いるが、これらの法律はアプローチ、適用及び保護レベルの点において甚だしく異なっ

ている。連邦議会は、アメリカ国民及び医療コミュニティが現行の連邦法と州法のパッ

チワークは混乱を生じるものであり、差別から彼らを守るには不十分であると見なして

いる相当の証拠を収集した。したがって、連邦立法議会が全国的で均一であり、ベーシ

ックなスタンダードを制定することは十分に差別から市民を守り、差別の可能性につい

ての彼らの懸念を和らげるため必要である。それゆえ、国民を差別から完全に守り、差

別の可能性についての彼らの懸念を緩和するために、全国的に統一した基本的な基準を

確立する連邦法が必要であり、そうすることで個々人が遺伝学的検査、技術、研究及び

新規の治療法を利用することができる。 
 
第１編 医療保険における遺伝学的差別の禁止 
101 条 定年退職従業員収入保障法（ERISA）の改正 
(a)遺伝学的情報に基づく団体保険金における差別の禁止――1974 年 ERISA702(b)条（29 
USC 1182(b)）を以下の通りに改正する。 
(1)(2)(A)項において、セミコロンの前に「(3)項の規定を除いて」の文言を加える。及び 
(2)末尾に以下の文言を追加する。 
「(3)遺伝学的情報に基づく団体ベースの差別の禁止 

(A)総論――本条において、団体医療プラン及び団体医療プランと関連して団体医療保

険保護を提供する医療保険者は、遺伝学的情報に基づいて、当該プランの下で保険保

護の対象になる団体に対して、保険料又は拠出金の額を調整することはできない。 
(B)解釈上のルール――(A)項又は(d)条の(1)(2)項は、当該プランに加入する個人の疾病

又は失調の発現に基づいて雇用者の保険料を増額できる、団体医療プランに関連して

医療保険保護を提供する医療保険者の能力を制限するようには解釈されない。そのよ

うな場合にも、ある個人における疾病又は失調の発現は、他の団体メンバーに関する

遺伝学的情報として、雇用者の保険料を増額するためにも用いることができない。」 
 
(b)遺伝学的検査の制限；遺伝学的情報の収集の禁止；あらゆるプランへの適用――1974 年

ERISA（29 USC 1182）702 条を、末尾に以下の文言を追加することで改正する。 
「(c)遺伝学的検査 
 (1)遺伝学的検査の要請又は要求の制限――団体医療プラン及び団体医療プランに関連し

て医療保険保護を提供する医療保険者は、個人及び家族構成員に遺伝学的検査を受け

るように要請又は要求してはならない。 
 (2)解釈上のルール――(1)項は、個人に対して医療サービスを提供する医療専門職が当該
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個人に対して遺伝学的検査を受診するよう要請する権限を限定するものと解釈されな

い。 
 (3)保険金支払いに関する解釈上のルール―― 

(A)総論――(1)項は、団体医療プラン又は団体医療プランに関連して医療保険保護を提

供する医療保険者が、保険金支払い（この用語は、社会保障法第 11 編の第 C 節及び

1996 年 HIPAA264 条の下で保健福祉省長官が公布する規則の適用に適うように定義

され、しばしば改正される）に関する決定を行うために遺伝学的検査の結果の獲得及

び利用を不可能にするようには解釈されない。 
(B)制限――(A)項において、団体医療プラン又は団体医療プランに関連して医療保険保

護を提供する医療保険者は、本来の目的を達するのに必要最小限の情報を要請できる。 
 (4)研究の例外――(1)項に関わらず、以下の諸条件を満たす場合には、団体医療プラン又

は団体医療プランに関連して医療保険保護を提供する医療保険者は、加入者又は受給

権者が遺伝学的検査を受けるように要請できる（が、要求できない）。 
  (A)連邦規則第 45 編の第 46 節又はそれに同等の連邦規則、及び、被験者保護に適用可

能な州法若しくは自治体法又は規則に適合する研究を行うために、書面による要請が

ある。 
  (B)プラン又は医療保険者が、加入者、受給権者、又は受給権者が未成年者の場合には

法的後見人に、以下の点を明示する。 
   (ⅰ)要請の承諾は任意である、及び 
   (ⅱ)要請の不承諾は加入者としての地位、又は保険料若しくは拠出金の額に何ら影響

しない。 
  (C)本項に基づき収集又は入手された遺伝学的情報は、保険の引受けの目的には利用さ

れない。 
  (D)プラン又は医療保険者が、長官に書面により、自らが本項の下で定める例外に適合

する活動を行っていることを通知する。実施された活動の記述も含む。 
(E)プラン又は保険者が、長官が本項の下で行われる活動に関して規則で要求できる諸

条件を遵守する。 
 (d)遺伝学的情報の収集の禁止―― 
 (1)総論――団体医療プラン及び団体医療プランに関連して医療保険保護を提供する医療

保険者は、（733 条に規定する）保険の引受けの目的で、遺伝学的情報を要請、要求又

は購入してはならない。 
 (2)加入前の遺伝学的情報の収集の禁止――団体医療プラン及び団体医療プランに関連し

て医療保険保護を提供する医療保険者は、加入に関連するプラン又は保護範囲の下で

の特定個人の加入前に、当該個人に関する遺伝学的情報を要請、要求又は購入しては

ならない。 
 (3)付随的収集――団体医療プラン又は団体医療プランに関連して医療保険保護を提供す
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る医療保険者が、特定個人に関する他の情報を要請、要求又は購入したことに付随し

て遺伝学的情報を獲得する場合には、そのような要請、要求又は購入は(1)には反しな

いならば、(2)に違反するとは見なされない。 
 (e)あらゆるプランへの適用――(a)条(1)(F)項,(b)条(3)項,(c)条及び(d)条ならびに(b)条(1)

項及び遺伝学的情報に関する 701 条は 732(a)条に関わらず、団体医療プラン及び医療

保険者に適用される。」 
 
(c)胎児又は胚の遺伝学的情報への適用――1974 年 ERISA（29 USC 1182）702 条を、末尾

に以下の文言をさらに追加することで改正する。 
「(f)胎児又は胚の遺伝学的情報――本節における、個人又は家族構成員の遺伝学的情報へ

の言及は、 
(1) その個人又は個人の家族構成員が妊婦である場合には、その妊婦の母胎内の胎児の

遺伝学的情報を含む。及び、 
(2) その個人又は個人の家族構成員が生殖補助技術を用いる場合には、その個人又は家

族構成員が法的に所有する胚の遺伝学的情報を含む。」 
 
(d)定義――ERISA733(d)条 (29 USC 1191b(d))を、末尾に以下の文言を追加することで改

正する。 
「(5)家族構成員――個人に関して、「家族構成員」は以下をいう。 

(A)(701(f)条(2)項において用いられる用語としての、)当該個人の扶養者、及び、 
(B)当該個人の四親等内の親族又は(A)項にいう扶養者の四親等内の親族 

 (6)遺伝学的情報―― 
(A)総論――個人に関して、「遺伝学的情報」は以下をいう。 
（i）当該個人の遺伝学的検査に関する情報、 
（ii）当該個人の家族構成員の遺伝学的検査に関する情報、及び、 
（iii）当該個人の家族構成員に発現した疾病又は失調に関する情報。 
(B) 遺伝学的サービス及び遺伝学的研究への参加に関する情報を含む――「遺伝学的情

報」は、個人に関して、当該個人又はその個人の家族構成員が、遺伝学的サービスを

要請若しくは受けたこと、又は遺伝学的サービスを含む臨床研究に参加したことに関

する情報を含む。 
(C)除外――「遺伝学的情報」は、個人の性別又は年齢に関する情報を含まない。 

 (7)遺伝学的検査―― 
  (A)総論――「遺伝学的検査」は、遺伝子型、変異体又は染色体変異を検出する、ヒト

DNA、RNA、染色体、タンパク質又は代謝産物の分析をいう。 
  (B)例外――「遺伝学的検査」は以下をいわない。 

(ⅰ)遺伝子型、変異体又は染色体変異を検出しないタンパク質又は代謝産物の分析、
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又は 
(ⅱ)関係する医学分野で適切な訓練を受け専門性を備えた医療専門職が合理的に検

出できる、発現した疾病、失調又は病態に直接関係するタンパク質又は代謝産物の

分析。 
 (8)遺伝学的サービス――「遺伝学的サービス」は以下をいう。 

(A)遺伝学的検査、 
(B)遺伝学的カウンセリング（遺伝学的情報の獲得、解釈又は評価を含む）、又は 
(C)遺伝学的教育。 

 (9)保険の引受けの目的――団体医療プラン又はプランに関連して提供される医療保険の

保護範囲に関して、「引受けの目的」は以下をいう。 
  (A)当該プラン又は保護範囲下における、給付を受ける資格に関するルール又は決定、 
  (B)当該プラン又は保護範囲下における、保険料又は拠出金の額の算定 
  (C)当該プラン又は保護範囲下における、契約前発病条件の免責の適用、及び、 
  (D)医療保険又は医療給付契約の作成、更新、改定に関するその他の活動。」 
 
(e)ERISA の施行――1974 年 ERISA502 条（29 USC 1132）を以下の通りに改正する。 
(1)(a)条(6)項において、「(7)項又は(8)項」を削除し、「(7)項,(8)項又は(9)項」を挿入する。 
(2)(b)条(3)項において、「長官」を削除し、「(c)条(9)項及び(a)条(6)項の規定を除き（(c)条(9)
項の下で民事罰を徴収することに関して）」を挿入する。 
(3)(c)条において、(9)項を(10)項に改め、(8)項の後に以下の新しい項を挿入する。 
「(9)遺伝学的情報の利用に関する長官の施行権限―― 
  (A)一般原則――長官は、プランに関連して、団体医療プランのプラン・スポンサー又

は団体医療プランに関連して医療保険保護を提供する医療保険者が、702(a)条(1)(F)
項,(b)条(3)項,(c)条若しくは(d)条、又は遺伝学的情報に関する 701 条若しくは 702(b)条
(1)項の要件に違反することに対して罰金を科すことができる。 

  (B)罰金―― 
   (ⅰ)総論――(A)項により科される罰金の額は、その違反に係る加入者又は受給権者 1

人につき、違反期間 1 日ごとに 100 ドルとする。 
   (ⅱ)違反期間――本項において、「違反期間」は、違反に関連して、以下の期間をい

う。 
    (Ⅰ)その違反が最初に生じる日に始まり、且つ、 
    (Ⅱ)違反が矯正される日に終わる期間。 
  (C)違反発覚時の罰金の下限――(D)項の(ⅰ)(ⅱ)号に関わらず、 
   (ⅰ)総論――加入者又は受給権者 1 人につき、1 件以上の違反の場合に、 
    (Ⅰ)当該プランが、長官から違反の通知を受領する日以前に矯正されず、且つ、 
    (Ⅱ)その期間内に生じた又は継続したものについては、 
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    当該加入者又は受給権者に関する違反を理由に、(A)項により科される罰金の額は、

2500 ドルを下回らない。 
   (ⅱ)違反が僅少以上である場合の罰金の最低額の引上げ――本項において有責とさ

れる違反の程度が 1 年にわたり僅少以上である限り、(ⅰ)号は「2500 ドル」を「15000
ドル」に置き換えて適用する。 

  (D)制限―― 
   (ⅰ)相当な注意を行使しても発覚しなかった違反の場合の罰金の不適用――有責と

され罰金を負う者は、そのような違反が存在したことを知らなかった、且つ相当な

注意を行使しても知りえなかったことを長官が納得する程度に証明された違反には、

いかなる期間においても罰金が(A)項によって科されない。 
   (ⅱ)一定期間内に矯正された違反への罰金の不適用――以下の場合には、(A)項によ

って罰金が科されない。 
    (Ⅰ)当該違反が故意の懈怠ではなく、相当な原因に由来した、且つ、 
    (Ⅱ)当該違反が、有責とされ罰金を負う者が違反の存在を知った日、又は相当の注

意を行使して知りえた日から 30 日以内に矯正される場合。 
   (ⅲ)意図しない違反に対する全般的制限――故意の懈怠ではなく、相当な原因に由来

した違反の場合には、違反に対して(A)項により科される罰金は、以下のいずれの金

額のうち少ないものを超えない。 
    (Ⅰ)団体医療プランに対する前課税年度において、プラン・スポンサー（又は前任

プラン・スポンサー）によって支払われた又は被った全額の 10％、又は、 
    (Ⅱ)50 万ドル。 
  (E)長官による無効――故意の懈怠ではなく、相当な原因に由来した違反の場合には、

長官は、その罰金の支払いが当該違反に関して過度である限りにおいて、(A)項により

科される罰金の一部又は全部を無効にできる。 
  (F)定義――733 条に定められ、本項において用いられる用語は、当該条文における意

味を有する。」 
 
(f)規則及び施行期日 
(1)規則――労働長官は、本法の制定後 12 ヶ月以内に、本条による改正を実行する終局規則

を提出する。 
(2)施行期日――本条による改正は、本法の制定 1 年後より開始する制度年度から、団体医

療プランに関して適用される。 
 
102 条 公衆衛生法の改正 
(a)団体保険市場に関する改正 
(1)遺伝学的情報に基づく団体保険料における差別の禁止――公衆衛生法 2702(b)条(42 
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USCS 300gg-1(b))を以下の通りに改正する。 
 (A)101(a)条(1)項と同旨 
 (B)101(a)条(2)項と同旨 
 「(3)遺伝学的情報に基づく団体ベースの差別の禁止 
  (A)総論――101(a)条(2)項と同旨 
  (B)解釈上のルール――101(a)条(2)項と同旨」 
(2)遺伝学的検査の制限；遺伝学的情報の収集の禁止；あらゆるプランへの適用――公衆衛

生法 2702 条(42 USCS 300gg-1)を以下の文言を追加することで改正する。 
 「(c)遺伝学的検査――101(b)条と同旨 
   (1)遺伝学的検査の要請又は要求の制限 
   (2)解釈上のルール 
   (3)保険金支払いに関する解釈上のルール 
   (4)研究の例外 
  (d)遺伝学的情報の収集の禁止――101(b)条と同旨 
   (1)総論 
   (2)加入前の遺伝学的情報の収集の禁止 
   (3)付随的収集 
  (e)あらゆるプランへの適用――101(b)条と同旨」 
(3)胎児又は胚の遺伝学的情報への適用――公衆衛生法 2702 条(42 USCS 300gg-1)を、末尾

に以下の文言を改正することで改正する。 
「(f)胎児又は胚の遺伝学的情報――101(c)条と同旨」 
(4)定義――公衆衛生法 2791(d)条（42 USCS 300gg-91(d)）を、末尾に以下の文言を追加す

ることで改正する。 
「(15)家族構成員――101(d)条と同旨 
 (16)遺伝学的情報――101(d)条と同旨 
 (17)遺伝学的検査――101(d)条と同旨 
 (18)遺伝学的サービス――101(d)条と同旨 
 (19)保険の引受けに関する目的――101(d)条と同旨」 
(5)救済及び施行――公衆衛生法 2722(b)条（42 USCS 300gg-22(b)）を、末尾に以下の文言

を追加することで改正する。 
「(3)遺伝学的差別に関する施行権限 
  (A)一般原則――(1)項に規定される場合に、(2)(c)項の規定に関わらず、本項の以下の項

が本条の下での活動に関して、長官により団体医療保険に関連した医療保険発行者の

違反に対して適用される。2702(a)条(1)(F)項,(b)条(3)項,(c)条若しくは(d)条、又は遺伝

学的情報に関する 2701 条若しくは 2702(b)条(1)項の要件を満たすことを目的とする。 
  (B)罰金――101(e)条と同旨 
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(C)違反発覚時の罰金の下限――101(e)条と同旨 
 (D)制限――101(e)条と同旨 

  (E)長官による無効――101(e)条と同旨」 
 
(b)個人保険市場に関する改正 
(1)総論――公衆衛生法の第 27 編の第 B 節の第 3 款（42 USC 300-gg51 以下）を以下の通

りに改正する。 
 (A)101(a)条(1)項と同旨 
 (B)101(a)条(2)項と同旨 
  「2753 条 遺伝学的情報に基づく医療保険上の差別の禁止 
   (a)加入資格の条件としての遺伝学的情報の禁止 
    (1)総論――個人保険市場において保険保護を提供する医療保険発行者は、遺伝学

的情報に基づいて、個人医療保険の加入資格（資格の継続を含む）に関するルー

ルを設定できない。 
    (2)解釈上のルール――(1)項又は(e)条の(1)(2)項は、個人保険市場において保険保

護を提供する医療保険発行者が、個人又は（家族が当該個人を対象にする保険の

保護対象である場合に）家族の疾病又は失調の発現に基づいて、個人医療保険の

加入資格に関するルールを設定することを不可能にするようには解釈されない。 
   (b)保険料率の設定における遺伝学的情報利用の禁止 
    (1)総論――101(a)条と同旨 
    (2)解釈上のルール――101(a)条と同旨 
   (c)契約前発病としての遺伝学的情報利用の禁止 
    (1)総論――個人保険市場において保険保護を提供する医療保険発行者は、遺伝学

的情報に基づいて、保険保護範囲に関する契約前発病による免責（2701(b)条(1)(A)
項に定められる）を課すことはできない。 

    (2)解釈上のルール――(1)項又は(e)条の(1)(2)項は、医療保険発行者が、当該個人

の疾病又は失調の発現に基づいて、保険保護範囲に関して、契約前発病による免

責を課すことを不可能にするようには解釈されない。 
   (d)遺伝学的検査 
    (1)遺伝学的検査の要請又は要求の制限――101(b)条と同旨 
    (2)解釈上のルール――101(b)条と同旨 
    (3)保険金支払いに関する解釈上のルール――101(b)条と同旨 
    (4)研究の例外――101(b)条と同旨 
   (e)遺伝学的情報の収集の禁止 
    (1)総論――101(b)条と同旨 
    (2)加入前の遺伝学的情報の収集の禁止――101(b)条と同旨 
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    (3)付随的収集――101(b)条と同旨 
   (f)胎児又は胚の遺伝学的情報――101(c)条と同旨」 
(2)救済及び施行――公衆衛生法 2761(b)条（42 USC 300gg-61(b)）を以下の通りに改正す

る。 
「(b)長官の施行権限――長官は、州の個人保険市場において保険保護を提供する医療保険

発行者に関して、本節の規定の施行との関係において、長官が、州の小団体保険市場に

おける医療保険保護の発行者についての第 A 節の規定の施行との関係において、遺伝学

的差別の禁止の違反に関する 2722(b)条(2)(3)項において有するのと同様の権限を有す

る。」 
 
(c)諸要件から除外されることを非連邦政府プランが選択することに対する遺伝学的情報の

除外――公衆衛生法 2721(b)条(2)項（42 USC 300gg-21(b)(2)）を以下の通りに改正する。 
(1)(A)項において、「プラン・スポンサーが…ならば」を削除し、「(D)項に規定される場合

を除いて、プラン・スポンサーが…ならば」を挿入する。 
(2)末尾に以下の文言を追加する。 
「(D)遺伝学的条件に関する要件に適用されない選択――サブパラグラフ(A)に定める選択

は、2702 条の(a)(1)(F),(b)(3),(c)と 2701 条、2702(b)条の規定に関して適用されない（そ

れらの規定が遺伝学的情報に適用される限りにおいて）。」 
 
(d)規則及び施行期日 
(1)規則――保健福祉省長官は、本法の制定後 12 ヶ月以内に、本条による改正を実行する終

局規則を提出する。 
(2)施行期日――本条による改正は、以下の通りに適用される。 
 (A)本法の制定 1 年後より開始する制度年度から、団体医療プラン及び団体医療プランに

関して提供される医療保険保護に適用される。 
 (B)本法の制定 1 年後より開始する制度年度から、個人保険市場において提供、販売、更

新、発効又は運用される医療保険に適用される。 
 
103 条 1986 年内国歳入法の改正 
(a)遺伝学的情報に基づく団体保険料における差別の禁止――1986 年内国歳入法典 9802 条

を以下の通りに改正する。 
(1)101(a)条(1)項と同旨 
(2)101(a)条(2)項と同旨 
 「(3)遺伝学的情報に基づく団体ベースの差別の禁止 
  (A)総論――101(a)条(2)項と同旨 
  (B)解釈上のルール――101(a)条(2)項と同旨」 
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(b)遺伝学的検査の制限；遺伝学的情報の収集の禁止；あらゆるプランへの適用――1986 年

内国歳入法典 9802 条を、(c)条を(f)条に改め、(b)条の後に以下の新しい条文を挿入するこ

とで改正する。 
「(c)遺伝学的検査――101(b)条と同旨 
  (1)遺伝学的検査の要請又は要求の制限 
  (2)解釈上のルール 
  (3)保険金支払いに関する解釈上のルール 
  (4)研究の例外 

(d)遺伝学的情報の収集の禁止――101(b)条と同旨 
   (1)総論 
   (2)加入前の遺伝学的情報の収集の禁止 
   (3)付随的収集 
  (e)あらゆるプランへの適用――101(b)条と同旨」 
 
(c)胎児又は胚の遺伝学的情報への適用――1986 年内国歳入法典 9802 条を、末尾に以下の

文言をさらに追加することで改正する。 
「(f)胎児又は胚の遺伝学的情報――101(c)条と同旨」 
  
(d)定義――1986 年内国歳入法典 9832 条を、末尾に以下の文言を加えることでさらに改正

する。 
「(6)家族構成員――101(d)条と同旨 
 (7)遺伝学的情報――101(d)条と同旨 
 (8)遺伝学的検査――101(d)条と同旨 
 (9)遺伝学的サービス――101(d)条と同旨 
 (10)保険の引受けの目的――101(d)条と同旨」 
 
(e)施行 
 (1)総論――1986 年内国歳入法典第 100 章の Subchapter C（一般規定に関連する）は、

以下の新しい条文を加えることで改正する。 
 「9834 条 施行 
  本章の要件充足に関して、団体医療プランの違反に対する課税については、4980D 条

を参照する。」 
 (2)改正に伴う事項――1986 年内国歳入法典の第 100 章の Subchapter C の体系表は、以

下の新しい条文を加えることで改正する。 
 「9834 条 施行」 
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(f)規則及び施行期日 
 (1)規則――財務省長官は、本法の制定後 12 ヶ月以内に、本条による改正を実行する終局

規則又はガイダンスを提出する。 
 (2)施行期日――101(f)条と同旨 
 
104 条 MEDIGAP に関する、社会保障法の第 18 編の改正 
(a)差別の禁止――社会保障法 1882(s)条(2)項（42 USC 1395ss(s)(2)）を、末尾に以下の文

言を加えることで改正する。 
「(E)メディケア補完保険の発行者は、遺伝学的情報に基づいて、保険契約の発行又は発効

を拒否又は調整せず（契約前発病に基づく、保険下での給付免除の強制を含む）、保険の価

格設定において差別しない（保険料率の調整を含む）。 
 (F)解釈上のルール――(E)項又は(x)条(2)項の(A)(B)項は、本編において認められる限りに

おいて、メディケア補完保険発行者の以下の能力を制限するようには解釈されない。 
  (ⅰ) 当該保険の保護を受ける個人の疾病若しくは失調の発現に基づき、保険契約の発

行若しくは発効を拒否若しくは調整すること、又は、雇用者に対する保険料を増額す

ること、あるいは 
  (ⅱ)当該保険の保護を受ける個人の疾病若しくは失調の発現に基づき、保険料を増額す

ること（その場合に、ある個人の疾病又は失調の発現は、他の団体構成員に関する遺

伝学的情報として用いられず、雇用者に対する保険料の増額に用いられない）。」 
 
(b)遺伝学的検査及び遺伝学的情報の制限 
(1)総論――社会保障法 1882 条（42 USC 1395ss）を、末尾に以下の文言を加えることで改

正する。 
「(x)遺伝学的検査及び遺伝学的情報の制限 

(1)遺伝学的検査 
  (A)遺伝学的検査の要請又は要求の制限――101(b)条と同旨 
  (B)解釈上のルール――101(b)条と同旨 
  (C)保険金支払いに関する解釈上のルール――101(b)条と同旨 
  (D)研究の例外――101(b)条と同旨 

(2)遺伝学的情報の収集禁止 
  (A)総論――101(b)条と同旨 

(B)加入前の遺伝学的情報の収集の禁止――101(b)条と同旨 
 (C)付随的収集――101(b)条と同旨 
(3)定義――本条において、 

  (A)家族構成員――101(d)条と同旨 
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  (B)遺伝学的情報――101(d)条と同旨 
  (C)遺伝学的検査――101(d)条と同旨 
  (D)遺伝学的サービス――101(d)条と同旨 
  (E)保険の引受けの目的――101(d)条と同旨 

 (F)メディケア補完保険の発行者――「メディケア補完保険の発行者」は、発行者のた

めに又は発行者に代わって活動する被用者給付管理業務代行会社又はその他の者を含

む。 
(2)胎児又は胚の遺伝学的情報への適用――社会保障法 1882(x)条を、(1)項において加えた

ように、末尾に以下の文言を加えることで改正する。 
「(4)胎児又は胚の遺伝学的情報――101(c)条と同旨」 
(3)改正に伴う事項――社会保障法 1882(o)条（42 USC 1395ss(o)）を、末尾に以下の文言

を加えることで改正する。 
「メディケア補完保険の発行者は、(s)条(2)(E)項及び(x)条に従う。」 
 
(c)施行期日――101(f)条(2)項と同旨 
 
(d)暫定的規定 
 (1)総論――保健福祉省長官が、州は本条による改正に規制プログラムを合わせるために

州制定法又は規則の改正を要求していることを認める場合、(4)項によって指定される期

日までにそのような改正をしないことだけにより、州の規制プログラムは社会保障法

1882 条の要件を遵守していないと見なされない。 
 (2)NAIC の基準――2008 年 10 月 31 日までに、全米保険監督官協会（本条では「NAIC」

とする）が、本条による改正に合わせるために、社会保障法 1882 条に関連する NAIC モ

デル規則（当該条文においては、1991 年 NAIC モデル規則とされ、以後修正される）を

修正する場合、その修正を含む改定規則は、1882 条の目的に沿った NAIC モデル規則（改

定 NAIC モデル規則及び 1991 年 NAIC モデル規則を含む）であると見なされる。 
 (3)長官の基準――(2)項に指定される期日内に NAIC が(2)項に規定される修正を行わな

い場合、保健福祉省長官は 2009 年 7 月 1 日までにその修正を行い、その修正を含む改定

規則は当該条文における適切な規則であると見なされる。 
 (4)指定期日 
  (A)総論――(B)項に従い、州のために本項に指定される期日は、以下のいずれか早いも

のをいう。 
   (ⅰ)州が、本条による改正に規制プログラムを合わせるための、制定法又は規則を改

正する日、又は、 
   (ⅱ)2009 年 7 月 1 日 
  (B)追加的に求められる立法活動――不明 
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Sec.105 プライバシー及び秘密保持 
(a)総論――社会保障法の第 11 編の第 9 節（42 USCS 1320d-9）の改正 
以下の文言を追加する 
「遺伝学的情報への HIPAA のプライバシー規定の適用 
1180 条 
(a)総論――以下の点に適合するように、長官は HIPAA のプライバシー規定を改正する（(b)
条に定める） 
(1)遺伝学的情報は、1171 条(4)(B)項に記述される保健情報として扱われる 
(2)団体医療保険の事業の主体、医療保険者又はメディケアを補完する保険の発行者による、

保護される保健情報の利用又は開示のうち、団体医療保険、医療保険保護、又はメディケ

ア補完保険の下での保険の引受け目的のための個人の遺伝情報に関しては、利用又は開示

を許してはならない 
(b)定義――本条の目的上 
(1)遺伝学的情報、遺伝学的検査、家族構成員 
(2)団体医療プラン、団体医療保険保護、メディケアを補完する保険 
(3)HIPAA のプライバシー規定 
(4)保険の支払いに関する目的――101(d)条(9)項と同旨 
(c)手続――公布、施行の手続 
(d)施行――HIPAA の罰則と救済を遺伝学的情報に関して適用する」 
(b)規則及び施行期日 
 
106 条 保証のための調整 
105(b)条(1)項に規定される場合を除き、保健福祉省、労働省及び財務省の長官は、省庁間

の覚書の執行を通じて、以下のことを保証する。 
(1)当該長官により出された規則、ルール及び解釈のうち、本編（及び本編による改正）に

おいて当該長官の２名以上が責任を有する同一事項に関するものは、常に同じ効力を有す

るように施行されること。及び、 
(2)施行活動の重複を避け、施行に優先順位を割振る調整した施行戦略を持つための、当該

長官間を通じての同一要件の施行に関する指針の調整。 
 
第 2 編 遺伝学的情報に基づく雇用上の差別の禁止 
201 条 定義 
本タイトルにおいては、 
(1)委員会――「委員会」は、1964 年市民権法 705 条(42 U.S.C. 2000e-4)によって創設され

た雇用機会均等委員会（EEOC）をいう。 
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(2)被雇用者；雇用者；職業紹介所；労働組合；組合員―― 
(A)総論――「被用者」は以下をいう。 
 (i)市民権法 701 条(f) (42 U.S.C. 2000e(f))において定義された被用者（雇用申込者を

含む)。 

(ii)1991 年政府職員の権利に関する法律 304 条(a)（42 U.S.C. 200e-16c(a)）において

定義された州の被用者 （雇用申込者を含む）。 

(iii)1995 年連邦議会アカウンタビリティ法 101 条(2 U.S.C. 1301)の対象となる被用者

（雇用申込者を含む）。 

(iv)合衆国法典タイトル第 3 編 411 条の対象となる被用者（雇用申込者を含む）。 

(v)1964 年市民権法 717 条（a）(42 U.S.C. 2000e-16(a))が適用される被用者または雇

用申込者。 

(B)雇用者――「雇用者」は以下をいう。 

  (i)雇用者(1964 年市民権法 701 条(b)(42 U.S.C. 2000e(b)において定義される者)。 

(ii)1991 年政府職員の権利に関する法律第 304 条(a)において定義された州職員を雇用

する地位にある者。 
(iii)1995 年連邦議会アカウンタビリティ法 101 条において定義された雇用部局。 

(iv)合衆国法典タイトル第 3 編 411 条において定義された雇用部局。 
(v)1964 年市民権法 717 条（a）(42 U.S.C. 2000e-16(a))が適用される地位にある者。 

(C)職業紹介所；労働組合――職業紹介所及び労働組合は、1964 年市民権法 701 条（42 
U.S.C. 2000e）の文言と同義である。 

(D)組合員――労働組合に関する限りで、組合員は、労働組合の加入候補者を含む。 

(3)家族構成員――ある個人に関して、「家族構成員」は以下のことをいう。 
(A)当該個人の（1974 年 ERISA701 条(f)(2)の目的のために用いられる用語としての）扶

養者。 
(B)当該個人またはサブパラグラフ（A）に規定される個人の四親等内の親族。 

(4)遺伝学的情報 
(A)総論――ある個人に関して、「遺伝学的情報」は以下をいう。 

（i）当該個人の遺伝学的検査に関する情報、 
（ii）当該個人の家族構成員の遺伝学的検査に関する情報、及び、 
（iii）当該個人の家族構成員に発現した疾病又は失調に関する情報。 

(B)遺伝学的サービス及び遺伝学的研究への参加に関する情報を含む――「遺伝学的情報」

は、個人に関して、当該個人又はその個人の家族構成員が、遺伝学的サービスを要請若

しくは受けたこと、又は遺伝学的サービスを含む臨床研究に参加したことに関する情報

を含む。 
(C)――「遺伝学的情報」は、個人の性別又は年齢に関する情報を含まない。 

(5)遺伝学的モニタリング――「遺伝学的モニタリング」は、職場での有害物質への暴露に
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よって雇用期間中に生じた染色体損傷や変異発生のエビデンスなどの、遺伝物質への後天

的な変化を調べる、被雇用者に対する定期的な検査のうち、職場での有害環境暴露の影響

を同定、評価及び対応し、又はコントロールするためのものをいう。 

(6)遺伝学的サービス――「遺伝学的サービス」は以下をいう。 

(A)遺伝学的検査。 
(B)遺伝学的カウンセリング（遺伝学的情報の獲得、解釈又は評価を含む）。 
(C）遺伝学的教育。 

(7)遺伝学的検査―― 
(A)総論――「遺伝学的検査」は、遺伝子型、変異体又は染色体変異を検出する、ヒト DNA、

RNA、染色体、タンパク質又は代謝産物の分析をいう。 

(B)例外――「遺伝学的検査」は、遺伝子型、変異体又は染色体変異を検出しないタンパ

ク質又は代謝産物の分析を意味しない。 
 
202 条 雇用者の実践 
(a)遺伝学的情報に基づく差別――雇用者にとって、以下は不法な雇用実践になる 
 (1)被用者の遺伝学的情報を理由にして、被用者を不採用又は解雇すること、賃金、雇用

期間、雇用条件又は特権に関して差別すること、又は 
 (2)被用者の遺伝学的情報を理由にして、被用者から雇用の機会を奪う又は奪う意図のあ

る方法その他被用者としての立場に悪影響を与えうる方法で、被用者を制限、分離又は

分類すること。 
(b)遺伝学的情報の取得――以下の場合を除いて、被用者又は家族構成員に関する遺伝学的

情報を要請、要求又は購入することは不法な雇用実践になる 
 (1)雇用者が被用者又は家族構成員の病歴を不注意に要請又は要求する場合。 
 (2)(A)健康増進プログラムの一部として提供されるサービスを含み、雇用者が医療又は遺

伝学的サービスを提供する場合で、 
  (B)被用者が、事前に、承知して、自発的に書面による許可を与えている場合で、 
  (C)当該サービスの結果に関する個人識別可能な情報を、被用者（家族構成員が遺伝学

的サービスを受ける場合は、家族構成員）及び有資格の医療専門職又は当該サービス

に係る遺伝カウンセラーのみが受領する場合で、かつ、 
  (D)(A)項のサービスと関連して(C)項の下で提供された個人識別可能な遺伝学的情報が、

専ら当該サービスの目的のために利用され、かつ、特定被用者のアイデンティティを

明らかにしないという匿名要件が付される場合を除いて、雇用者に開示されない場合。 
 (3)1993 年育児介護休業法 103 条(29 U.S.C. 2613)の認証規定又は同様の州法の遵守のた

めに、雇用者が家族の病歴を被用者に要請又は要求する場合。 
 (4)雇用者が、家族の病歴を内容に含む、商業的及び公的に入手できる文書（新聞、雑誌、

定期刊行物及び書籍を含む。但し医療データベース又は裁判記録を含まない）を購入す
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る場合。 
 (5)関係する情報が、職場での有害物質の生物学的影響の遺伝学的モニタリングに使用さ

れる場合。但し、以下の場合に限る。 
  (A)雇用者が被用者に遺伝学的モニタリングについて書面による通知を行っている場合

で、 
  (B)(ⅰ)被用者が事前に、承知して、自発的に書面による許可を与えている場合か、ま

たは、(ⅱ)連邦法又は州法が遺伝学的モニタリングを要求している場合で、 
  (C)被用者が個人的モニタリングの結果を通知される場合で、 
  (D)モニタリングが以下の規則を遵守している場合で、かつ、 

(ⅰ) 遺伝学的モニタリングに係る連邦上の規則。1970 年職業安全衛生法（29 
U.S.C.651et seq.）、1977 年鉱業に関する安全衛生法（30 U.S.C.801et seq.）、1954
年原子力エネルギー法（42 U.S.C. 2011 et seq.）に従って労働省長官が公布しうる

すべての規則を含む。 
(ⅱ) 1970 年職業安全衛生法（29 U.S.C.651et seq.）の権限において遺伝学的モニタ

リングに係る規則を実施している州の場合には、遺伝学的モニタリングに係る州の

規則。 
  (E)遺伝学的モニタリング・プログラムに関与する、有資格の医療専門職又は遺伝カウ

ンセラー以外の雇用者が、特定被用者のアイデンティティを開示しないという匿名要

件が付されるという状況下で、モニタリングの結果を受領する場合。 
 (6) 雇用者が、法医学研究所として、法施行上の目的のために DNA 分析を行う場合又は

遺体確認のために DNA 分析を行う場合、及び、当該遺伝学的情報が、サンプル汚染を検

出するための品質コントロールを目的とした、DNA 識別マーカーの分析のために利用さ

れる限りで、当該雇用者の被雇用者の遺伝学的情報を要請または要求する場合。 
(c)保護の保全――(b)条の(1)～(6)項のいずれかに適用される情報は、(a)条の(1)(2)項を違反

するかたちで利用されてはならない。又は、206 条に違反するかたちで処理若しくは開示さ

れてはならない。 
 

203 条 職業紹介所の実践 
(a)遺伝学的情報に基づく差別――職業紹介所にとって、以下は不法な雇用実践になる。 
 (1)個人の遺伝学的情報を理由にして、就職を紹介しない、又はそれ以外の方法で差別す

ること、 
 (2)個人の遺伝学的情報を理由にして、被用者から雇用の機会を奪う又は奪う意図のある

方法その他被用者としての立場に悪影響を与えうる方法で、被用者を制限、分離又は分

類し、又は就職の紹介をしないこと、又は、 
 (3)本編に違反する方法で個人を差別するよう雇用者を誘引し又は誘引しようと試みるこ

と。 
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(b)遺伝学的情報の取得――(1)～(5)――略（202(b)条(1)～(5)項を参照） 
(c)保護の保全――略（202(c)条） 
 
204 条 労働組合の実践 
(a)遺伝学的情報に基づく差別――労働組合にとって、以下は不法な雇用実践になる 
 (1)遺伝学的情報を理由にして、労働組合の組合員を、組織から除名する、又はそれ以外

の方法で差別すること。 
(2)組合員の遺伝学的情報を理由にして、組合員から雇用の機会を奪う又は奪う意図のあ

る方法その他被用者としての立場に悪影響を与えうる方法で、組合員を制限、差別又は

分類し、又は就職の紹介をしないこと、又は 
 (3)本編に違反する方法で組合員を差別するよう雇用者を誘引し又は誘引を試みること 
(b)～(c)――略（202(b)～(c)条を参照） 
 
205 条 トレーニング・プログラム 
(a)遺伝学的情報に基づく差別――実習その他の訓練又は再訓練（オンザジョブ・トレーニ

ングを含む）を管理する、雇用者、労働組合又は労使合同委員会にとって、以下は不法な

雇用実践になる。 
 (1)遺伝学的情報を理由にして、実習その他の訓練又は再訓練を提供するためのプログラ

ムの受講又は就職に関して、個人を差別すること。 
(2)遺伝学的情報を理由にして、雇用の機会を奪う又は奪う意図のある方法その他被用者

としての立場に悪影響を与えうる方法で、当該実習その他の訓練若しくは再訓練の申請

者又は参加者を制限、分離又は分類すること、又は就職の紹介をしないこと、又は 
 (3)本編に違反する方法で、当該実習その他の訓練又は再訓練の申請者又は参加者を差別

するよう雇用者を誘引し又は誘引を試みること。 
(b)～(c)――略（202(b)～(c)条を参照） 
 
206 条 遺伝学的情報の秘密保持 
(a)機密の医療記録の一部としての情報の扱い――雇用者、職業紹介所、労働組合又は労使

協同委員会が、被用者又は組合員に関する遺伝学的情報を保持する場合に、当該情報は

個別の用紙・ファイルに保存され、被用者又は組合員の機密の医療記録として扱われな

ければならない。雇用者、職業紹介所、労働組合又は労使協同委員会は、本サブセクシ

ョンの適用を受ける遺伝学的情報が、障害を持つアメリカ人法 102(d)条(3)(B)項（42 USC 
12112(d)(3)）における機密の医療情報として保持され扱われる場合には、本条の情報機

密要件を遵守しているものと見なされる。 
(b)開示の制限――雇用者、職業紹介所、労働組合又は労使合同委員会は、以下の場合を除

いて、被用者又は組合員の遺伝学的情報を開示してはならない。 
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 (1)被用者又は組合員の書面による要請に基づき、被用者又は組合員へ開示される場合（家

族構成員が遺伝学的サービスを受けている場合には、家族構成員への開示を含む）。 
 (2)研究が、連邦行政命令集第 46 編第 45 部（46 C.F.R. 45）に規定される規則及び保護

に従って行われる場合に、職業研究者又はその他の研究者へ開示される場合。 
 (3)裁判所の命令に応じて開示される場合。但し、 
  (A)雇用者、就職紹介所、労働組合又は労使合同委員会は、当該命令により明示的に許

可された遺伝学的情報のみを開示できる、且つ 
  (B)当該情報に関連する被用者又は組合員が知らずに、裁判所命令が獲得されている場

合には、雇用者、就職紹介所、労働組合又は労使合同委員会は、被用者又は組合員に

対して、裁判所命令及び当該情報に従い開示される遺伝学的情報に関して通知しなけ

ればならない。 
 (4)本編の遵守に関して調査をしている政府職員へ開示される場合。但し、遺伝学的情報

が当該調査と関係する場合に限る。 
 (5)その開示が、1993 年育児介護休業法 103 条(29 U.S.C. 2613)の認証規定又は同様の州

法に対する被用者の遵守に関連して行われる場合。 
 (6)201 条(4)(A)項(ⅲ)号に記述される情報、死又は致命的疾患の差し迫った危険をもたら

す感染症に関する情報、及びその家族構成員が本パラグラフの開示対象者である被用

者が当該開示について通知される情報に関して、連邦、州又は地方公衆衛生局の機関

へ開示される場合。 
(c)HIPAA の規定との関係――社会保障法第 11 編の第 C 節及び 1996 年 HIPAA264 条（42 
USC 1320d-2 note）の下で保健福祉省長官が公布した規則に関して、本編は、当該規則の

適用機関が、当該規則により認められた保健情報を利用又は開示することを禁止しない。

前文は、長官の規則改定権に影響しない。 
 
207 条 救済及び施行 
(a)1964 年市民権法の第 7 編の対象たる被用者 
 (1)総論――1964 年市民権法 705,706,707,709,710,710 条（42 USC 2000e-4 et seq.）が、

同法の第 7 編（42 USC 2000e et seq.）違反を主張する委員会、司法長官又はその他の者

に与える、権限、手続及び救済措置は、201 条(2)(A)項(ⅰ)号に規定される被用者に対す

る本編の違反に不法な雇用実践を各々主張する委員会、司法長官又は他の者に本編が与

える権限、手続及び救済措置と同義である。但し、(2)(3)項の規定の場合を除く 
 (2)費用と経費――合衆国修正法（the Revised Statutes of the United States）722(b)(c)

条（42 USC 1988）の定める権限、救済措置及び手続は、本編が、当該実践を主張する

委員会、司法長官又はその他の者に与える権限、救済措置及び手続と同義である。 
 (3)損害賠償――合衆国修正法 1977A 条（42 USC 1981a）に定められる権限、救済措置

及び手続（1977A(b)条(3)項の制限を含む）は、本編が、当該実践（合衆国修正法 1977(A)
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条(1)項の対象から明示に除外される雇用実践ではない）を主張する委員会、司法長官又

はその他の者に与える権限、救済措置及び手続と同義である。 
(b)～(e)――略（(a)を参照） 
(f)報復の禁止――何人も、ある個人が、本編により不法とされる活動又は実践に反対し、

又は、本編における調査、手続又はヒアリングに申立て、証言、助力又は参加すること

を理由に、その個人を差別してはならない。本条に定めるその他の救済措置及び手続は、

本条の違反によって苦しむ個人が利用できる。 
(g)定義――本条において、「委員会」は雇用機会均等委員会をいう。 
 
208 条 差別的効果 
(a)一般原則――本法の他の規定に関わらず、遺伝学的情報に基づく（1964 年市民権法

703(k)条で用いられる）「差別的効果」は、本法における訴訟原因を構成しない。 
(b)委員会――本法制定の 6 年後に、遺伝学に関する科学的発展を調査し、本法における訴

訟原因として差別的効果を規定するか否かに関して議会に勧告するための、遺伝学的差別

の禁止に関する調査委員会（本条では「委員会」）が設置されなければならない。 
(c)委員―― 
 (1)総論――委員会は、以下の 8 名により構成される。 
  (A)上院議会の多数党院内総務が任命する者。 
  (B)上院議会の少数党院内総務が任命する者。 
  (C)上院議会の保健、教育、労働、年金委員会の委員長が任命する者。 
  (D)上院議会の保健、教育、労働、年金委員会の少数党有力メンバーが任命する者。 
  (E)下院議長が任命する者。 
  (F)下院議会の少数党院内総務が任命する者。 
  (G)下院議会の教育、労働委員会の委員長が任命する者。 
  (H)下院議会の教育、労働委員会の少数党有力メンバーが任命する者。 
 (2)報酬と費用――略。 
(d)運営規定 
 (1)委員会の設置場所――委員会は、雇用機会均等委員会が管理する施設内に設置されな

ければならない。 
 (2)政府職員の派遣――略。 
 (3)連邦機関からの情報――委員会は、本条の規定の実行に必要と考える情報を、連邦の

省及び機関から直接取得することができる。委員会の要請に従い、当該省及び機関の長

は、当該情報を委員会に提供しなければならない。 
 (4)ヒアリング――略。 
 (5)郵便事業――略。 
(e)報告書――本条(c)(1)の下で全委員が任命されて 1 年以内に、委員会は、連邦議会に対し、
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委員会の事実認定を要約し、本法と一致した立法を勧告する報告書を提出しなければなら

ない。 
(f)歳出授権――雇用機会均等委員会に、本条を実行するために必要な金額を割り当てるこ

とを認める。 
 
209 条 解釈 
(a)総論――本編は、以下のように解釈されてはならない。 
 (1)1990 年障害を持つアメリカ人法（42 USC 12101 et seq.）（同法 102 条（42 USC 12112）

の下で個人に与えられる保障範囲を含む）又は 1973 年リハビリテーション法（29 USC 
701 et seq.）における個人の保護を含み、本編の下で規定される権利又は保護と同等又は

それ以上の保護を与える連邦法又は州法の下で規定される個人の権利又は保護を制限す

る。 
 (2)(A)本編の違反により、雇用者、職業紹介所、労働組合又は労使合同委員会を相手に、

本編の下での訴訟を提起する個人の権利又は保護を制限する。 
  (B)以下に掲げる条項に対する違反を理由とする施行に服する雇用者、職業紹介所、労

働組合又は労使合同委員会に適用される要求又は禁止の施行又は違反に対する罰則を

規定する――略 
 (3)～(7)――略 
(b)胎児又は胚の遺伝学的情報――本編における、個人又は家族構成員の遺伝学的情報への

言及は、 
 (1)その個人又は個人の家族構成員が妊婦である場合には、その妊婦の母胎内の胎児の遺

伝学的情報を含む。及び、 
(2)その個人又は個人の家族構成員が生殖補助技術を用いる場合には、その個人又は家族

構成員が法的に所有する胚の遺伝学的情報を含む。 
 
(c)第 1 編の権限との関係――団体医療プラン又は団体医療プランに関連して保険保護を提

供する医療保険者に関して、本編は、(a)条(2)(B)項の(i)号から(iv)号において言及される条

項の下で当該プランまたは保険者に認められる当該プラン又は保険者の活動を禁止しない。 
 
210 条 遺伝学的情報と異なる医学的情報 
雇用者、職業紹介所、労働組合又は労使合同委員会は、遺伝的根拠を有する又は有しう

る発現した疾病、失調又は病理的条件を含む、被用者又は組合員の発現した疾病、失調又

は病理的条件に関する、遺伝学的情報とは異なる医学的情報を使用、取得又は開示したこ

とによって、本編に違反したものとは見なされない。 
 
211 条 規則 
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本編の制定から 1 年以内に、委員会は、本編を実現するための終局的規則を公布しなけ

ればならない。 
 
212 条 歳出授権――略 
 
213 条 発効日 
本編は、本編の制定から 18 ヶ月後に発効する。 

 
第 3 編 雑則 
301 条 分離可能性 
本法の条項、本法によってなされた修正、又は個人若しくは状況に対する当該条項又は

修正の適用が違憲と判断された場合であっても、本法の残余部分、本法によってなされた

修正、又は個人若しくは状況に対する当該条項又は修正の適用は、それによる影響を受け

ない。 
 
302 条 児童労働者の保護――略 
 

（訳＝一家綱邦・山本龍彦） 


