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Primary interaction modes for the 4 

fundamental team topologies:

Collaboration: working closely 
together with another team
X-as-a Service: consuming or providing 
something with minimal collaboration
Facilitating: helping (or being helped 
by) another team to clear impediments

Evolution of team topologies

Discover Establish Use

Stream-Aligned Team: a 
team aligned to the main 
flow of business change, 
with cross-functional skills 
mix and the ability to deliver 
significant increments 
without waiting on another 
team.

Platform team: a team that works on the 
underlying platform supporting stream-aligned 
teams in delivery. The platform simplifies 
otherwise complex technology and reduces 
cognitive load for teams that use it.

Enabling team: a team that assists other teams 
in adopting and modifying software as part of a 
transition or learning period.

Complicated-Subsystem Team: a team with a 
special remit for a subsystem that is too 
complicated to be dealt with by a normal 
stream-aligned team or platform team. 
Optional and only used when really necessary.

Conway’s law: “Organizations which design 
systems … are constrained to produce designs 
which are copies of the communication structures 
of these organizations.”

Cognitive load: “The total amount of mental effort 
being used in the working memory.” Restrict team 
responsibilities to match the maximum team 
cognitive load.
• Intrinsic cognitive load – relates to aspects of the 

task fundamental to the problem space
• Extraneous cognitive load – relates to the 

environment in which the task is being done
• Germane cognitive load – relates to aspects of 

the task that need special attention for learning 
or high performance 

Scaling teams: Organizational groupings should 
follow Dunbar’s number, beginning with around 5-
8 people, then increasing to around 15 people, 
then 50, then 150, then 500, and so on.

Brook’s law: “Adding new people to a team 
doesn’t immediately increase its capacity.:
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Team first approach: start with the team for 
effective software delivery. There are multiple 
aspects to consider and nurture: team size, team 
lifespan, team relationships, and team cognition. 

Organizational sensing: expect to adapt and evolve 
your organization structure.

コンウェイの法則: “システムを設計する組織は… その
組織のコミュニケーション構造をコピーした構造の設
計を生み出すことになる”

チームファーストの取り組み: ソフトウェアデリバリーの
効果を高めるためのチームから始める。勘案すべき観点は
複数ある: チームサイズ、存続期間、関係性、認知負荷

組織的センシング(Organizational Sensing): 組織構造を適応・発展させ
ることを目論む

チームのスケール: 組織構造のグルーピングはダンバー数に従
う。まずは5-8名から始める。次に15名程度、それから50
名、150名、500名、とする

ブルックスの法則: “人員を追加しても、チームのキャパシティは
すぐに増加するわけではない”

ストリームアラインドチーム: ビジ
ネス的変更の主要な「流れ(Flow)」
に向けて編成されるチーム。職能
横断スキルの融合体であるため、
他チームの作業を待つことなく意
義のあるインクリメントをデリバ
リーできる能力が備わっている

プラットフォームチーム: ストリームアラインド
チームのデリバリーをサポートする基盤となるプ
ラットフォームを仕事の領域とするチーム。プラッ
トフォームは複雑な技術をシンプルにすることで、
それを利用するチームの認知負荷を軽減する

コンプリケイティッド・サブシステムチーム:  複
雑すぎて通常のストリームアラインドチームやプ
ラットフォームチームでは対処できないサブシス
テムに特化して取り組むチーム。本当に必要な場
合、それが最善である場合にのみ編成される

イネイブリングチーム:  移行や学習期間の一環と
して、他のチームがソフトウェアを採用することや
変更することをアシストするチーム
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チームトポロジーの発展
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認知負荷:  “ワーキングメモリに割り当てられるメンタル
エフォートの総量”。チームの責務はチームの認知負荷の
上限が制約となる。

・内在性(intrinsic)認知負荷 ー 問題領域の本質に関連する
タスクにまつわる負荷

・外在性(extraneous)認知負荷 ー 取り組むタスクの環境
にまつわる負荷

・適切な(germane)認知負荷 ー 学習やハイパフォーマン
スを発揮するために取りわけ注意力を要するタスクにまつ
わる負荷

基礎となるチームトポロジー(4種類)の間のイン
タラクションモード:

コラボレーション: 他のチームと密接に連携す
る
X-as-a Servie: 最小限のコラボレーションで
「何か」を提供/利用する
ファシリテイティング: 妨害物を取り除くため
に他のチームを援助する(援助される)

チーム トポロジー
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