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ヴィニョーラは、はじめ画家とし

て修業したが、後に建築家に転じ

た。ポローニャ、ロー7 、パリと

各地をまわり 、数々の建築を手が

けたが、1564年ミケランジェ 口の

死後、 ロー7のサン・ピエトロの

建築家に任命されている。表紙背

乗のオーダーは彼のデザインによ

るものである。
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