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まえがき

この講究録は、1987年 7月 27日から 30日の問に行われた研究集会
”対称空間上の固有函数とりー群の表現”

の報告集てある。 岡田氏の報告は、本研究集会ては話されなかっ:たが、
本講究録に掲載したものてある。
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