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褒紙面中、窓の外に少し見える建

物はサン・ピエトロ・イン・モン
トーリオ聖堂のテンピエットで、
この建物は彼のロー7時代の作風

を示す最初のもので、ルネッサン
ス建築史上重要な位置を占めるも

のである。古代建築の要繁を巧み

に用いながらも、簡潔な装飾にう

ま〈釣り合いを保たせている。
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