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(57)【要約】
【課題】実施例は、信頼性及び効率を向上させ、使用目
的に応じて発光領域の面積を調節できる発光素子を提供
する。
【解決手段】第１の半導体層、活性層、及び第２の半導
体層を含む複数の発光領域を含む発光構造物；前記複数
の発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層上に配
置される第１の電極部；前記複数の発光領域のうち他の
いずれか一つの第２の半導体層上に配置される第２の電
極部；前記複数の発光領域のうち少なくとも更に他の一
つの第２の半導体層上に配置される中間パッド；及び前
記複数の発光領域を順次直列に連結する連結電極；を含
み、前記直列に連結される複数の発光領域は第１のグル
ープ～第ｉのグループの発光領域に区分され、互いに異
なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なる発
光素子を構成する（１＜ｉ≦ｊ, iとjのそれぞれは自然
数であり、jは最後の発光領域グループである）。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含む複数の発光領域を含む発光構造物
；
前記複数の発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層上に配置される第１の電極部；
前記複数の発光領域のうち他のいずれか一つの第２の半導体層上に配置される第２の電極
部；
前記複数の発光領域のうち少なくとも更に他の一つの第２の半導体層上に配置される中間
パッド；及び
前記複数の発光領域を順次直列に連結する連結電極；を含み、
前記直列に連結される複数の発光領域は第１のグループ～第ｉのグループの発光領域に区
分され、互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なる発光素子（１＜ｉ
≦ｊ, iとjのそれぞれは自然数であり、jは最後の発光領域グループである）。
【請求項２】
　第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含む複数の発光領域を含む発光構造物
；
前記複数の発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層上に配置される第１の電極部；
前記複数の発光領域のうち他のいずれか一つの第２の半導体層上に配置される第２の電極
部；
前記複数の発光領域のうち少なくとも更に他の一つの第１の半導体層上に配置される中間
パッド；及び
前記複数の発光領域を順次直列に連結する連結電極；を含み、
前記直列に連結される複数の発光領域は、第１のグループ～第ｉのグループの発光領域に
区分され、互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なる発光素子（１＜
ｉ≦ｊ, iとjのそれぞれは自然数であり、jは最後の発光領域グループである）。
【請求項３】
　前記第１の電極部は、
前記第１のグループに含まれる各発光領域のうち１番目の発光領域の第１の半導体層上に
配置される、請求項１に記載の発光素子。
【請求項４】
　前記第２の電極部は、
前記第ｊのグループに含まれる各発光領域のうち最後の発光領域の第２の半導体層上に配
置される、請求項３に記載の発光素子。
【請求項５】
　前記第１の電極部は、
前記第ｊのグループに含まれる各発光領域のうち最後の発光領域の第１の半導体層上に配
置される、請求項２に記載の発光素子。
【請求項６】
　前記第２の電極部は、
前記第１のグループに含まれる各発光領域のうち１番目の発光領域の第２の半導体層上に
配置される、請求項５に記載の発光素子。
【請求項７】
　同一のグループに属する各発光領域の面積は互いに同一である、請求項１～６のいずれ
か１項に記載の発光素子。
【請求項８】
　前記互いに異なるグループに属する発光領域の横の長さ及び縦の長さのうち少なくとも
一つは互いに異なる、請求項１～７のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項９】
　第ｉ―１のグループに含まれる発光領域の面積は、第ｉのグループに含まれる発光領域
の面積より大きい、請求項１～８のいずれか１項に記載の発光素子。
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【請求項１０】
　第１のグループから第ｊのグループに行くほど、各グループに含まれる発光領域の面積
は減少する、請求項１～９のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１１】
　前記発光領域の横の長さ及び縦の長さのうちいずれか一つが減少する、請求項１０に記
載の発光素子。
【請求項１２】
　前記中間パッドは、
前記第ｊのグループを除いた残りのグループのそれぞれに属する各発光領域のうち最後の
発光領域の第２の半導体層上に配置される、請求項１、３、４及び７～１１のいずれか１
項に記載の発光素子。
【請求項１３】
　前記中間パッドは、
前記第ｊのグループを除いた残りのグループのそれぞれに属する各発光領域のうち最後の
発光領域の第１の半導体層上に配置される、請求項２、５、６及び７～１１のいずれか１
項に記載の発光素子。
【請求項１４】
　前記第１の電極部及び前記第２の電極部のそれぞれは、電源が供給されるパッドを含む
、請求項１～１３のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１５】
　前記中間パッドは、同一の発光領域内に位置する連結電極と電気的に連結される、請求
項１、３、４、７～１１、１２及び１４のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１６】
　前記中間パッドは、同一の発光領域内に位置する連結電極と電気的に連結されない、請
求項２、５、６、７～１１、１３及び１４のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１７】
　前記複数の発光領域上に配置される絶縁層をさらに含み、前記連結電極は前記絶縁層上
に配置される、請求項１～１６のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１８】
　前記連結電極は、
前記絶縁層を貫通して前記隣接する各発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層と接
触する第１の部分を含む、請求項１７に記載の発光素子。
【請求項１９】
　前記絶縁層、前記第２の半導体層、及び前記活性層を貫通して前記隣接する各発光領域
のうち残りの他の一つの第２の半導体層と接触する第２の部分をさらに含み、
前記絶縁層は、前記第２の部分と前記第２の半導体層との間、及び前記第２の部分と前記
活性層との間に配置される、請求項１７又は１８に記載の発光素子。
【請求項２０】
　前記発光構造物の下側に配置される基板；及び
前記各発光領域と前記絶縁層との間に配置される伝導層；をさらに含む、請求項１７～１
９のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項２１】
　第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含む複数の発光領域を含む発光構造物
；
前記複数の発光領域のそれぞれの第２の半導体層の下側に配置される各金属層；
前記複数の発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層上に配置される第１の電極部；
前記複数の発光領域のうち他のいずれか一つの第２の半導体層の下側に配置された金属層
と電気的に連結される第２の電極部；
前記複数の発光領域のうち少なくとも更に他の一つの第１の半導体層上に配置される中間
パッド；及び
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前記各金属層の相互間を電気的に絶縁させる絶縁層；を含み、
前記直列に連結される複数の発光領域は、第１のグループ～第ｉのグループの発光領域に
区分され、互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なる発光素子（１＜
ｉ≦ｊ, iとjのそれぞれは自然数であり、jは最後の発光領域グループである）。
【請求項２２】
　前記第２の電極部は、前記第１のグループの各発光領域のうち１番目の発光領域の金属
層と連結される、請求項２１に記載の発光素子。
【請求項２３】
　前記第１の電極部は、前記第ｊのグループの各発光領域のうち最後の発光領域の第１の
半導体層上に配置される、請求項２１又は２２に記載の発光素子。
【請求項２４】
　同一のグループに属する各発光領域の面積は互いに同一である、請求項２１～２３のい
ずれか１項に記載の発光素子。
【請求項２５】
　第ｉ―１のグループに含まれる発光領域の面積は、第ｉのグループに含まれる発光領域
の面積より大きい、請求項２１～２３のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項２６】
　第１のグループから第ｊのグループに行くほど、各グループに含まれる発光領域の面積
は減少する、請求項２１～２５のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項２７】
　前記中間パッドは、
前記第ｊのグループを除いた残りのグループのうち少なくとも一つのグループに属する各
発光領域のうち最後の発光領域の第１の半導体層上に配置される、請求項２１～２６のい
ずれか１項に記載の発光素子。
【請求項２８】
　前記各金属層は、
オーミック層及び反射層のうち少なくとも一つを含む、請求項２１～２７のいずれか１項
に記載の発光素子。
【請求項２９】
　前記複数の発光領域上に配置されるパッシベーション層をさらに含み、前記連結電極は
前記パッシベーション層上に配置される、請求項２１～２８のいずれか１項に記載の発光
素子。
【請求項３０】
　前記第２の電極部は、
前記複数の発光領域のうち前記他のいずれか一つの金属層と電気的に連結されるバリア層
；及び
前記バリア層の下側に配置される支持層；を含む、請求項２１～２９のいずれか１項に記
載の発光素子。
【請求項３１】
　前記連結電極は、
前記パッシベーション層、前記第１の半導体層、及び前記活性層を貫通して前記隣接する
各発光領域のうちいずれか一つの第２の半導体層と接触する少なくとも一つの第１の部分
；及び
前記パッシベーション層を貫通して前記隣接する各発光領域のうち残りの他の一つの第１
の半導体層と接触する少なくとも一つの第２の部分；を含み、
前記パッシベーション層は、前記第１の部分と前記第１の半導体層との間、及び前記第１
の部分と前記活性層との間に配置される、請求項２９に記載の発光素子。
【請求項３２】
　前記絶縁層は、
前記第２の電極部と電気的に連結される前記他のいずれか一つの金属層を除いた残りの金
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属層と前記第２の電極部の相互間を電気的に絶縁させる、請求項２１～３１のいずれか１
項に記載の発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施例は、発光素子、発光素子パッケージ、照明装置、及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）の金属有機化学気相蒸着法及び分子線成長法などの発達に基づ
いて、高輝度及び白色光を具現可能な赤色、緑色及び青色ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔ
ｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が開発された。
【０００３】
　このようなＬＥＤは、白熱灯及び蛍光灯などの既存の照明器具に使用される水銀（Ｈｇ
）などの環境有害物質が含まれていないので優れた親環境性を有し、長い寿命、低電力消
費特性などの長所を有するので、既存の各光源に取って代わるものとなっている。このよ
うなＬＥＤ素子の核心競争要素は、高効率・高出力チップ及びパッケージング技術による
高輝度の具現である。
【０００４】
　高輝度を具現するためには光抽出効率を高めることが重要である。光抽出効率を高める
ために、フリップチップ（ｆｌｉｐ―ｃｈｉｐ）構造、表面凹凸形成（ｓｕｒｆａｃｅ　
ｔｅｘｔｕｒｉｎｇ）、凹凸が形成されたサファイア基板（ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　ｓａｐ
ｐｈｉｒｅ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ：ＰＳＳ）、光結晶（ｐｈｏｔｏｎｉｃ　ｃｒｙｓｔａ
ｌ）技術、及び反射防止膜（ａｎｔｉ―ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）構造などを
用いた多様な方法が研究されている。
【０００５】
　一般に、発光素子は、光を発生する発光構造物と、電源が供給される第１の電極及び第
２の電極と、電流分散を目的とする電流遮断層と、発光構造物とオーミック接触するオー
ミック層と、光抽出効率を向上させるための反射層とを含むことができる。一般的な発光
素子の構造については、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】大韓民国公開番号１０―２０１１―００４１２７０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　実施例は、信頼性及び効率を向上させ、使用目的に応じて発光領域の面積を調節できる
発光素子を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発光素子は、第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含む複数の発光領域を含
む発光構造物；前記複数の発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層上に配置される
第１の電極部；前記複数の発光領域のうち他のいずれか一つの第２の半導体層上に配置さ
れる第２の電極部；前記複数の発光領域のうち少なくとも更に他の一つの第２の半導体層
上に配置される中間パッド；及び前記複数の発光領域を順次直列に連結する連結電極；を
含み、前記直列に連結される複数の発光領域は、第１のグループ～第ｉのグループの発光
領域に区分され、互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なる（１＜ｉ
≦ｊ, iとjのそれぞれは自然数であり、jは最後の発光領域グループである）。
【０００９】
　また、発光素子は、第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含む複数の発光領
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域を含む発光構造物；前記複数の発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層上に配置
される第１の電極部；前記複数の発光領域のうち他のいずれか一つの第２の半導体層上に
配置される第２の電極部；前記複数の発光領域のうち少なくとも更に他の一つの第１の半
導体層上に配置される中間パッド；及び前記複数の発光領域を順次直列に連結する連結電
極；を含み、前記直列に連結される複数の発光領域は、第１のグループ～第ｉのグループ
の発光領域に区分され、互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なる（
１＜ｉ≦ｊ, iとjのそれぞれは自然数であり、jは最後の発光領域グループである）。
【００１０】
　前記第１の電極部は、前記第１のグループに含まれる各発光領域のうち１番目の発光領
域の第１の半導体層上に配置される。前記第２の電極部は、前記第ｊのグループに含まれ
る各発光領域のうち最後の発光領域の第２の半導体層上に配置される。
【００１１】
　前記第１の電極部は、前記第ｊのグループに含まれる各発光領域のうち最後の発光領域
の第１の半導体層上に配置される。前記第２の電極部は、前記第１のグループに含まれる
各発光領域のうち１番目の発光領域の第２の半導体層上に配置される。同一のグループに
属する各発光領域の面積は互いに同一である。前記互いに異なるグループに属する発光領
域の横の長さ及び縦の長さのうち少なくとも一つは互いに異なる。第ｉ―１のグループに
含まれる発光領域の面積は、第ｉのグループに含まれる発光領域の面積より大きく、第１
のグループから第ｊのグループに行くほど、各グループに含まれる発光領域の面積は減少
し得る。前記発光領域の横の長さ及び縦の長さのうちいずれか一つが減少し得る。
【００１２】
　前記中間パッドは、前記第ｊのグループを除いた残りのグループにそれぞれ属する各発
光領域のうち最後の発光領域の第２の半導体層上に配置される。また、前記中間パッドは
、前記第ｊのグループを除いた残りのグループにそれぞれに属する各発光領域のうち最後
の発光領域の第１の半導体層上に配置される。
【００１３】
　前記第１の電極部及び前記第２の電極部のそれぞれは、電源が供給されるパッドを含む
ことができる。
【００１４】
　前記中間パッドは、同一の発光領域内に位置する連結電極と電気的に連結されたり、電
気的に連結されない場合もある。
【００１５】
　前記発光素子は、前記複数の発光領域上に配置される絶縁層をさらに含み、前記連結電
極は前記絶縁層上に配置することができる。
【００１６】
　前記連結電極は、前記絶縁層を貫通して前記隣接する各発光領域のうちいずれか一つの
第１の半導体層と接触する第１の部分；及び前記絶縁層、前記第２の半導体層、及び前記
活性層を貫通して前記隣接する各発光領域のうち残りの他の一つの第２の半導体層と接触
する第２の部分；をさらに含み、前記絶縁層は、前記第２の部分と前記第２の半導体層と
の間、及び前記第２の部分と前記活性層との間に配置することができる。
【００１７】
　発光素子は、前記発光構造物の下側に配置される基板；及び前記各発光領域と前記絶縁
層との間に配置される伝導層；をさらに含むことができる。
【００１８】
　また、発光素子は、第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含む複数の発光領
域を含む発光構造物；前記複数の発光領域のそれぞれの第２の半導体層の下側に配置され
る各金属層；前記複数の発光領域のうちいずれか一つの第１の半導体層上に配置される第
１の電極部；前記複数の発光領域のうち他のいずれか一つの第２の半導体層の下側に配置
された金属層と電気的に連結される第２の電極部；前記複数の発光領域のうち少なくとも
更に他の一つの第１の半導体層上に配置される中間パッド；及び前記各金属層の相互間を
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電気的に絶縁させる絶縁層；を含み、前記直列に連結される複数の発光領域は、第１のグ
ループ～第ｉのグループの各発光領域に区分され、互いに異なるグループに属する発光領
域の面積は互いに異なり得る（１＜ｉ≦ｊ, iとjのそれぞれは自然数であり、jは最後の
発光領域グループである）。
【００１９】
　前記第２の電極部は、前記第１のグループの各発光領域のうち１番目の発光領域の金属
層と連結することができる。前記第１の電極部は、前記第ｊのグループの発光領域のうち
最後の発光領域の第１の半導体層上に配置することができる。
【００２０】
　同一のグループに属する各発光領域の面積は互いに同一であり、第ｉ―１のグループに
含まれる発光領域の面積は、第ｉのグループに含まれる発光領域の面積より大きくなり得
る。第１のグループから第ｊのグループに行くほど、各グループに含まれる発光領域の面
積は減少し得る。
【００２１】
　前記中間パッドは、前記第ｊのグループを除いた残りのグループのうち少なくとも一つ
のグループに属する各発光領域のうち最後の発光領域の第１の半導体層上に配置すること
ができる。
【００２２】
　前記各金属層は、オーミック層及び反射層のうち少なくとも一つを含むことができる。
【００２３】
　発光素子は、前記複数の発光領域上に配置されるパッシベーション層をさらに含み、前
記連結電極は前記パッシベーション層上に配置することができる。
【００２４】
　前記第２の電極部は、前記複数の発光領域のうち前記他のいずれか一つの金属層と電気
的に連結されるバリア層；及び前記バリア層の下側に配置される支持層；を含むことがで
きる。
【００２５】
　前記連結電極は、前記パッシベーション層、前記第１の半導体層、及び前記活性層を貫
通して前記隣接する各発光領域のうちいずれか一つの第２の半導体層と接触する少なくと
も一つの第１の部分；及び前記パッシベーション層を貫通して前記隣接する各発光領域の
うち残りの他の一つの第１の半導体層と接触する少なくとも一つの第２の部分；を含み、
前記パッシベーション層は、前記第１の部分と前記第１の半導体層との間、及び前記第１
の部分と前記活性層との間に配置することができる。
【００２６】
　前記絶縁層は、前記第２の電極部と電気的に連結される前記他のいずれか一つの金属層
を除いた残りの金属層と前記第２の電極部の相互間を電気的に絶縁させることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　実施例の発光素子は、向上した信頼性及び効率を有し、使用目的に応じて発光領域の面
積を調節できるので、発光面積を増大させることができ、電流を分散することによって発
光効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施例に係る発光素子の平面図である。
【図２】図１に示した発光素子のＡＡ'方向の断面図である。
【図３】図１に示した発光素子のＢＢ'方向の断面図である。
【図４】図１に示した発光素子の回路図である。
【図５】第２の実施例に係る発光素子の平面図である。
【図６】図５に示した発光素子のＣＣ'方向の断面図である。
【図７】図５に示した発光素子のＤＤ'方向の断面図である。
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【図８】図５に示した発光素子の回路図である。
【図９】第３の実施例に係る発光素子の平面図である。
【図１０】図９に示した発光素子のＥＥ'方向の断面図である。
【図１１】実施例に係る発光素子を含む発光素子パッケージを示す図である。
【図１２】実施例に係る発光素子パッケージを含む照明装置の分解斜視図である。
【図１３】実施例に係る発光素子パッケージを含む表示装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、各実施例は、添付の図面及び各実施例に対する説明を通して明白になるだろう。
実施例の説明において、各層（膜）、領域、パターン又は各構造物が基板、各層（膜）、
領域、パッド又は各パターンの「上（ｏｎ）」に又は「下（ｕｎｄｅｒ）」に形成される
と記載する場合、「上（ｏｎ）」と「下（ｕｎｄｅｒ）」は、「直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ
）」又は「他の層を介在して（ｉｎｄｉｒｅｃｔｌｙ）」形成されることを全て含む。ま
た、各層の上又は下に対する基準は、図面に参照して説明する。
【００３０】
　図面において、大きさは説明の便宜及び明確性のために誇張又は省略したり、概略的に
示した。また、各構成要素の大きさは、実際の大きさを全的に反映するものではない。ま
た、同一の参照番号は図面の説明を通して同一の要素を示す。以下、添付の図面を参照し
て実施例に係る発光素子、その製造方法、及び発光素子パッケージを説明する。
【００３１】
　図１は、第１の実施例に係る発光素子１００の平面図で、図２は、図１に示した発光素
子１００のＡＡ'方向の断面図で、図３は、図１に示した発光素子１００のＢＢ'方向の断
面図である。
【００３２】
　図１～図３を参照すると、発光素子１００は、基板１１０と、バッファー層１１５と、
複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）に区分される発光構造物１２０と、伝
導層１３０と、絶縁層１４０と、第１の電極部１５０と、各連結電極１６０―１～１６０
―ｍ（ｍ≧１である自然数）と、少なくとも一つの中間パッド１８２、１８４、１８６と
、第２の電極部１７０とを含む。
【００３３】
　基板１１０は、半導体物質の成長に適した物質、キャリアウエハーで形成することがで
きる。また、基板１１０は、熱伝導性に優れた物質で形成することができ、伝導性基板又
は絶縁性基板であり得る。例えば、基板１１０は、サファイア（Ａｌ２Ｏ３）、ＧａＮ、
ＳｉＣ、ＺｎＯ、Ｓｉ、ＧａＰ、ＩｎＰ、Ｇａ２Ｏ３、ＧａＡｓのうち少なくとも一つを
含む物質であり得る。このような基板１１０の上面には凹凸パターン（図示せず）を形成
することができる。
【００３４】
　バッファー層１１５は、基板１１０と各発光構造物１２０との間に配置し、３族―５族
元素の化合物半導体を用いて形成することができる。バッファー層１１５は、基板１１０
と発光構造物１２０との間の格子定数の差を減少させる役割をする。
【００３５】
　発光構造物１２０は、光を発生する半導体層であり、第１の導電型半導体層１２２、活
性層１２４、及び第２の導電型半導体層１２６を含むことができる。発光構造物１２０は
、基板１１０上に第１の導電型半導体層１２２、活性層１２４、及び第２の導電型半導体
層１２６が順次積層された構造であり得る。
【００３６】
　第１の導電型半導体層１２２は半導体化合物で形成することができる。第１の導電型半
導体層１２２は、３族―５族、２族―６族などの化合物半導体で具現することができ、こ
れには第１の導電型ドーパントをドーピングすることができる。
【００３７】
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　例えば、第１の導電型半導体層１２２は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１―ｘ―ｙＮ（０≦ｘ≦１
、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体であり得る。例えば、第１の導
電型半導体層１２２は、ＩｎＡｌＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＮ、Ｉ
ｎＮのうちいずれか一つを含むことができ、これにはｎ型ドーパント（例えば、Ｓｉ、Ｇ
ｅ、Ｓｎなど）をドーピングすることができる。
【００３８】
　活性層１２４は、第１の導電型半導体層１２２と第２の導電型半導体層１２６との間に
配置され、第１の導電型半導体層１２２及び第２の導電型半導体層１２６からそれぞれ提
供される電子と正孔の再結合過程で発生するエネルギーによって光を生成することができ
る。
【００３９】
　活性層１２４は、半導体化合物、例えば、３族―５族、２族―６族の化合物半導体であ
り、二重接合構造、単一井戸構造、多重井戸構造、量子線（Ｑｕａｎｔｕｍ―Ｗｉｒｅ）
構造、又は量子点（Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ）構造などで形成することができる。
【００４０】
　活性層１２４が量子井戸構造である場合、例えば、ＩｎｘＡｌｙＧａ１―ｘ―ｙＮ（０
≦ｘ≦１、０≦y≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する井戸層と、ＩｎａＡｌｂＧａ

１―ａ―ｂＮ（０≦ａ≦１、０≦ｂ≦１、０≦ａ＋ｂ≦１）の組成式を有する障壁層とを
有する単一又は量子井戸構造を有することができる。井戸層は、障壁層のエネルギーバン
ドギャップより低いバンドギャップを有する物質であり得る。
【００４１】
　第２の導電型半導体層１２６は半導体化合物で形成することができる。第２の導電型半
導体層１２６は、３族―５族、２族―６族などの化合物半導体で具現することができ、こ
れには第２の導電型ドーパントをドーピングすることができる。
【００４２】
　例えば、第２の導電型半導体層１２６は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１―ｘ―ｙＮ（０≦ｘ≦１
、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体であり得る。例えば、第２の導
電型半導体層１２６は、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、ＩｎＡｌＧ
ａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＡｓＰ、ＡｌＧａＩｎＰのう
ちいずれか一つを含むことができ、これにはｐ型ドーパント（例えば、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃａ
、Ｓｒ、Ｂａ）をドーピングすることができる。
【００４３】
　発光構造物１２０は、第１の導電型半導体層１２２の一部を露出させることができる。
すなわち、発光構造物１２０は、第２の導電型半導体層１２６、活性層１２４及び第１の
導電型半導体層１２２の一部がエッチングされ、第１の導電型半導体層１２２の一部を露
出させることができる。このとき、メサエッチング（ｍｅｓａ　ｅｔｃｈｉｎｇ）によっ
て露出する第１の導電型半導体層１２２の露出面は、活性層１２４の下面より低く位置さ
せることができる。
【００４４】
　活性層１２４と第１の導電型半導体層１２２との間、又は活性層１２４と第２の導電型
半導体層１２６との間には導電型クラッド層（ｃｌａｄ　ｌａｙｅｒ、図示せず）を配置
することもでき、導電型クラッド層は窒化物半導体（例えば、ＡｌＧａＮ）で形成するこ
とができる。
【００４５】
　発光構造物１２０は、第２の導電型半導体層１２６の下側に第３の導電型半導体層（図
示せず）をさらに含むことができ、第３の導電型半導体層は、第２の導電型半導体層１２
６と反対の極性を有することができる。第１の導電型半導体層１２２はｎ型半導体層に、
第２の導電型半導体層１２６はｐ型半導体層に具現することができ、これによって、発光
構造物１２０は、Ｎ―Ｐ接合、Ｐ―Ｎ接合、Ｎ―Ｐ―Ｎ接合、及びＰ―Ｎ―Ｐ接合構造の
うち少なくとも一つを含むことができる。
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【００４６】
　発光構造物１２０は、複数の互いに離隔する各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然
数）及び境界領域Ｓを含むことができる。このとき、境界領域Ｓは、各発光領域Ｐ１～Ｐ
ｎ（ｎ＞１である自然数）の間に位置する領域であり得る。また、境界領域Ｓは、各発光
領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）のそれぞれの周囲に位置する領域であり得る。境
界領域Ｓは、発光構造物１２０を複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）に区
分するために発光構造物１２０をメサエッチングし、第１の導電型半導体層１２２の一部
が露出する領域を含むことができる。
【００４７】
　一つのチップの発光構造物１２０は、境界領域Ｓによって複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（
ｎ＞１である自然数）に区分することができる。
【００４８】
　伝導層１３０は、第２の導電型半導体層１２６上に配置される。伝導層１３０は、全反
射を減少させるだけでなく、透光性が良いため、活性層１２４から第２の導電型半導体層
１２６に放出される光の抽出効率を増加させることができる。伝導層１３０は、発光波長
に対して透過率の高い透明な酸化物系物質、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏ
ｘｉｄｅ）、ＴＯ（Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ）、ＩＺＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＡＺＯ（Ｉｎｄｉ
ｕｍ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｇａｌ
ｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｔｉｎ
　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ（Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＴＯ（Ａｌ
ｕｍｉｎｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＧＺＯ（Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ）、ＩｒＯｘ、ＲｕＯｘ、ＲｕＯｘ／ＩＴＯ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｎｉ／ＩｒＯｘ／Ａｕ又は
Ｎｉ／ＩｒＯｘ／Ａｕ／ＩＴＯのうち一つ以上を用いて単層又は多層に具現することがで
きる。
【００４９】
　絶縁層１４０は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）及び境界領域Ｓ上
に配置される。絶縁層１４０は、透光性絶縁物質、例えば、ＳｉＯ２、ＳｉＯｘ、ＳｉＯ

ｘＮｙ、Ｓｉ３Ｎ４、又はＡｌ２Ｏ３で形成することができる。例えば、絶縁層１４０は
、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）の上面及び側面を覆い、境界領域Ｓ
を覆うことができる。
【００５０】
　第１の電極部１５０は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のうちいずれ
か一つの発光領域（例えば、Ｐ１）の第１の導電型半導体層１２２上に配置され、第１の
導電型半導体層１２２と接触することができる。第１の電極部１５０は、第１の電源を提
供するためのワイヤ（図示せず）がボンディングされる第１のパッドを含むことができる
。図１の実施例においては、第１の電極部１５０が第１のパッドの役割をすることができ
る。
【００５１】
　第２の電極部１７０は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のうち他のい
ずれか一つの発光領域（例えば、Ｐ１２）の第２の導電型半導体層１２６又は伝導層１３
０上に配置される。
【００５２】
　第２の電極部１７０は、第２の導電型半導体層１２６又は伝導層１３０と接触すること
ができる。例えば、第２の電極部１７０は、直列に連結される各発光領域（例えば、Ｐ１
～Ｐ１２）のうち１番目の発光領域（例えば、Ｐ１２）の伝導層１３０と接触することが
できる。
【００５３】
　第２の電極部１７０は、第２の電源を提供するためのワイヤ（図示せず）がボンディン
グされる第２のパッドを含むことができる。例えば、第２の電極部１７０は、絶縁層１４
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０上に配置され、絶縁層１４０を貫通して伝導層１３０と接触する部分を有することがで
きる。
【００５４】
　各連結電極１６０―１～１６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）は絶縁層１４０上に配置さ
れ、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）を電気的に直列に連結する。例えば
、各連結電極１６０―１～１６０―ｍ（例えば、ｍ＝１１）は、第１の電極部１５０が位
置する第１の発光領域Ｐ１を始点とし、第２の電極部１７０が位置する第１２の発光領域
Ｐ１２を終点として複数の発光領域（例えば、Ｐ１～Ｐ１２）を直列に連結することがで
きる。
【００５５】
　各連結電極（例えば、１６０―１）は、隣接する各発光領域（例えば、Ｐ１及びＰ２）
のうちいずれか一つの発光領域（例えば、Ｐ１）の伝導層１３０と残りの他の一つの発光
領域（例えば、Ｐ２）の第１の導電型半導体層１２２とを互いに電気的に連結することが
できる。
【００５６】
　伝導層１３０が省略される他の実施例において、連結電極（例えば、１６０―１）は、
いずれか一つの発光領域（例えば、Ｐ１）の第２の導電型半導体層１２６と残りの他の一
つの発光領域（例えば、Ｐ２）の第１の導電型半導体層１２２とを電気的に連結すること
ができる。
【００５７】
　発光素子１００に含まれる互いに直列に連結される複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１
である自然数）を、順に第１の発光領域～第ｎの発光領域という。すなわち、第１の電極
部１５０が位置する発光領域を第１の発光領域Ｐ１といい、第２の電極部１７０が位置す
る発光領域を第ｎの発光領域Ｐｎという。ここで、「隣接する各発光領域」は、第ｋの発
光領域と第ｋ＋１の発光領域であり、第ｋの連結電極は第ｋの発光領域と第ｋ＋１の発光
領域とを電気的に直列に連結することができ、１≦ｋ≦（ｎ―１）であり得る。
【００５８】
　すなわち、第ｋの連結電極は、第ｋの発光領域の第２の導電型半導体層１２６又は伝導
層１３０と第ｋ＋１の発光領域の第１の導電型半導体層１２２とを電気的に連結すること
ができる。
【００５９】
　例えば、図１を参照すると、第ｋの連結電極（例えば、１６０―ｋ、ｋ＝２）は、第ｋ
の発光領域（例えば、Ｐｋ、ｋ＝２）、第ｋ＋１の発光領域（例えば、Ｐｋ＋１、ｋ＋１
＝３）、及びそれらの間の境界領域Ｓ上に位置することができる。そして、第ｋの連結電
極（例えば、１６０―ｋ、ｋ＝２）は、絶縁層１４０を貫通して第ｋの発光領域（例えば
、Ｐｋ、ｋ＝２）の伝導層１３０（又は第２の導電型半導体層１２６）と接触する少なく
とも一つの第１の部分（例えば、１０１）を有することができる。図１に示した実線の丸
印は、各連結電極１６０―１～１６０―ｍ（例えば、ｍ＝１１）の第１の部分１０１を示
す。絶縁層１４０は、境界領域Ｓに位置する発光構造物１２０と連結電極１６０―１～１
６０―ｍ（例えば、ｍ＝１１）との間に配置することができる。
【００６０】
　また、第ｋの連結電極（例えば、１６０―ｋ、ｋ＝２）は、第ｋ＋１の発光領域（例え
ば、Ｐｋ＋１、ｋ＋１＝３）の絶縁層１４０、伝導層１３０、第２の導電型半導体層１２
６、及び活性層１２４を貫通して第１の導電型半導体層１２２と接触する少なくとも一つ
の第２の部分（例えば、１０２）を有することができる。図１に示した点線の丸印は、各
連結電極１６０―１～１６０―ｍ（例えば、ｍ＝１１）の第２の部分１０２を示す。
【００６１】
　このとき、絶縁層１４０は、連結電極（例えば、１６０―２）と伝導層１３０との間、
連結電極（例えば、１６０―２）の第２の部分１０２と第２の導電型半導体層１２６との
間、及び連結電極（例えば、１６０―２）の第２の部分１０２と活性層１２４との間に位
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置させることができる。
【００６２】
　一般に、第１の導電型半導体層と連結される電極を形成するためには、発光構造物をエ
ッチングし、第１の導電型半導体層を露出させるメサエッチングをする。そして、一般に
、メサエッチングされた部分だけ発光素子の発光領域が減少する。
【００６３】
　しかし、第ｋの連結電極（例えば、１６０―ｋ、ｋ＝２）の第２の部分（例えば、１０
２）は、ホール又は溝に電極物質が充填された形態で形成することができ、これによって
、メサエッチングによって損失する発光領域が減少するので、実施例は発光面積を増大さ
せることができる。
【００６４】
　絶縁層１４０は、第ｋ＋１の発光領域（例えば、Ｐｋ＋１、ｋ＋１＝３）の伝導層１３
０、第２の導電型半導体層１２６、及び活性層１２４から第ｋの連結電極（例えば、１６
０―ｋ、ｋ＝２）を電気的に絶縁させる役割をすることができる。
【００６５】
　第ｋの連結電極（例えば、１６０―ｋ、ｋ＝２）の第２の部分１０２の下面１０３は、
活性層１２４の下面１０４より下側に位置させることができる。第２の部分１０２は、ホ
ール、又は溝に電極物質が充填された形態であり得る。
【００６６】
　中間パッド１８２、１８４、１８６は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）
のうち少なくとも一つの発光領域の絶縁層１４０上に配置し、第２の導電型半導体層１２
６又は伝導層１３０と電気的に連結することができる。中間パッド１８２、１８４、１８
６は、第２の電源を供給するためにワイヤ（図示せず）がボンディングされる領域であり
得る。
【００６７】
　例えば、中間パッド１８２、１８４、１８６は、第１の電極部１５０及び第２の電極部
１７２が位置する各発光領域（例えば、Ｐ１及びＰ１２）を除いた残りの発光領域（例え
ば、Ｐ２～Ｐ１１）のうち少なくとも一つの発光領域（例えば、Ｐ３、Ｐ６、Ｐ９）の絶
縁層１４０上に配置することができる。
【００６８】
　図３に示したように、中間パッド１８２、１８４、１８６と伝導層１３０との間に絶縁
層１４０が位置し、中間パッド１８２、１８４、１８６は、同一の発光領域（例えば、Ｐ
３、Ｐ６、Ｐ９）内に位置する各連結電極のうちいずれか一つと連結することができる。
例えば、第３の発光領域Ｐ３の絶縁層１４０上に位置する第１の中間パッド１８２は、第
３の連結電極１６０―３のうち第３の発光領域Ｐ３内に位置する一端と連結することがで
きる。
【００６９】
　しかし、他の実施例においては、中間パッドの一部が絶縁層を貫通して伝導層と直接連
結されることもあり、このとき、同一の発光領域内に位置する中間パッドと連結電極は、
互いに連結されたり、又は連結されないこともある。
【００７０】
　図４は、図１に示した発光素子１００の回路図である。図１及び図４を参照すると、発
光素子１００は、共通した一つの（－）端子、例えば、一つの第１のパッド１５０を有し
、２以上の（＋）端子、例えば、第２のパッド１７０及び少なくとも一つの中間パッド１
８２、１８４、１８６を有することができる。
【００７１】
　したがって、実施例は、複数の（＋）端子である各パッド１７０、１８２、１８４、１
８６を備えることによって多様な駆動電圧を使用することができ、多様な明るさの発光を
具現するように調節することができる。
【００７２】
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　このように、実施例は、印加される駆動電圧によって、中間パッド１８２、１８４、１
８６及び第２のパッド１７０のうちいずれか一つに第２の電源を供給し、各発光領域のう
ち一部又は全部を駆動するように設計することができる。
【００７３】
　また、実施例は、各連結電極１６０―１～１６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）が伝導層
１３０又は第１の導電型半導体層１２２と点接触（ｐｏｉｎｔ　ｃｏｎｔａｃｔ）するた
め、発光面積を増大させ、電流を分散させることによって発光効率を向上させることがで
きる。
【００７４】
　第１～第ｎの発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、各連結電極１６０―１～
１６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）によって順次直列に連結される。すなわち、各発光領
域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、第１の電極部１５０が位置する第１の発光領域
Ｐ１から第２の電極部１７０が位置する第ｎの発光領域Ｐｎまで順次直列に連結すること
ができる。
【００７５】
　順次直列に連結される複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、第１のグ
ループ～第ｉ（１＜ｉ≦ｊ＜ｎである自然数）のグループの発光領域に区分することがで
きる。このとき、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）のそれぞれは互いに
異なるグループに含ませることができる。
【００７６】
　各グループにそれぞれ含まれる各発光領域は、各連結電極１６０―１～１６０―ｍ（ｍ
≧１である自然数）又は中間パッド１８２、１８４、１８６によって互いに直列に連結す
ることができる。
【００７７】
　実施例は、少なくとも同一のグループに属する各発光領域は共に駆動されたり、駆動さ
れない構造であるので、一つのグループが駆動された場合、そのグループに属する各発光
領域に均一な電流分配をなして発光効率を高めるために、同一のグループに属する発光領
域の面積は互いに同一であり得る。
【００７８】
　互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なり得る。例えば、互いに異
なるグループに属する発光領域の横の長さ及び縦の長さのうち少なくとも一つは互いに異
なり得る。図１を参照すると、互いに異なるグループに属する発光領域の横の長さは互い
に同一であるが、縦の長さが互いに異なり得る。
【００７９】
　互いに隣接して直列に連結される各グループのうちいずれか一つに含まれる発光領域の
面積は、残りの他の一つに含まれる発光領域の面積と異なり得る。例えば、第ｉ―１のグ
ループに含まれる発光領域の面積は、第ｉのグループに含まれる発光領域の面積より大き
くなり得る。
【００８０】
　また、第１のグループから最後のグループ（ｉ＝ｊ）に行くほど、各グループに含まれ
る発光領域の面積は減少し得る。例えば、各グループに属する各発光領域のそれぞれの横
の長さは同一であるが（Ｘ１＝Ｘ２＝Ｘ３）、縦の長さが減少し得る（Ｙ１＞Ｙ２＞Ｙ３
＞Ｙ４）。例えば、Ｘ１＝Ｘ２＝Ｘ３で、Ｙ１：Ｙ２：Ｙ３：Ｙ４＝１：０．９～０．７
：０．６～０．５：０．４～０．１であり得る。
【００８１】
　第１のグループは、第１の電極部１５０が位置する発光領域を含むことができる。例え
ば、第１の電極部１５０は、第１のグループに含まれる各発光領域のうち１番目の発光領
域の第１の導電型半導体層１２２上に配置することができる。このとき、１番目の発光領
域は、第１のグループに属する直列に連結される各発光領域のうち１番目に直列に連結さ
れる発光領域であり得る。図１を参照すると、例えば、第１のグループは、第１の発光領
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域Ｐ１、第２の発光領域Ｐ２、及び第３の発光領域Ｐ３を含むことができる。
【００８２】
　最後のグループ（ｉ＝ｊ）は、第２の電極部１７０が位置する発光領域を含むことがで
きる。例えば、第２の電極部１７０は、最後のグループ（ｉ＝ｊ）の各発光領域のうち最
後の発光領域の第２の導電型半導体層１２６又は伝導層１３０上に配置することができる
。このとき、最後の発光領域は、第ｊのグループに属する直列に連結される各発光領域の
うち最後の直列に連結される発光領域であり得る。
【００８３】
　最後のグループ（ｉ＝ｊ）を除いた残りの各グループのそれぞれは、中間パッドが位置
する発光領域を含むことができる。例えば、中間パッド（例えば、１８２、１８４、１８
６）は、第１のグループ～第（ｊ―１）のグループのそれぞれに属する各発光領域のうち
最後の発光領域の第２の導電型半導体層１２６又は伝導層１３０上に配置することができ
る。
【００８４】
　実施例は、第１の電極部１５０が各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）に第１
の電源を供給する共通電極であり、各中間パッド１８２、１８４、１８６及び第２の電極
部１７０のうちいずれか一つに第２の電源が供給される構造である。したがって、第２の
電源が各中間パッド１８２、１８４、１８６及び第２の電極部１７０のうちいずれに供給
されるかによって、発光するグループを決定することができる。
【００８５】
　例えば、第１の中間パッド１８２に第２の電源が供給される場合は、第１のグループに
属する各発光領域（例えば、Ｐ１～Ｐ３）が発光し得る。また、第２の中間パッド１８４
に第２の電源が供給される場合は、第１のグループ及び第２のグループに属する各発光領
域（例えば、Ｐ１～Ｐ６）が発光し得る。
【００８６】
　また、第３の中間パッド１８６に第２の電源が供給される場合は、第１のグループ、第
２のグループ、及び第３のグループに属する各発光領域（例えば、Ｐ１～Ｐ９）が発光し
得る。
【００８７】
　また、第２の電極部１７０に第２の電源が供給される場合は、第１のグループ、第２の
グループ、第３のグループ及び第４のグループに属する各発光領域（例えば、Ｐ１～Ｐ１
２）が発光し得る。
【００８８】
　このように、実施例は、共通電極である第１の電極部１５０により隣接するグループで
あるほど使用頻度数が確率的に大きい構造であるので、確率的に使用頻度数の高い発光領
域であるほど面積を大きくし、発光素子の信頼性及び効率を向上させることができる。ま
た、実施例は、使用目的に応じて発光領域の面積を調節することができる。
【００８９】
　図５は、第２の実施例に係る発光素子２００の平面図で、図６は、図５に示した発光素
子２００のＣＣ'方向の断面図で、図７は、図５に示した発光素子２００のＤＤ'方向の断
面図である。図１～図３と同一の図面符号は同一の構成を示し、上述した内容と重複する
内容は省略したり、簡略に説明する。
【００９０】
　図５～図７を参照すると、発光素子２００は、基板１１０と、バッファー層１１５と、
複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）に区分される発光構造物１２０と、伝
導層１３０と、絶縁層１４０と、第１の電極部２５０と、各連結電極２６０―１～２６０
―ｍ（ｍ≧１である自然数）と、少なくとも一つの中間パッド２５２、２５４、２５６と
、第２の電極部２７０とを含む。
【００９１】
　第１の電極部２５０は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のうちいずれ
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か一つの発光領域（例えば、Ｐ１２）の第１の導電型半導体層１２２上に配置され、第１
の導電型半導体層１２２と接触することができる。第１の電極部２５０は、第１の電源を
提供するためのワイヤ（図示せず）がボンディングされる第１のパッドを含むことができ
る。図５の実施例では、第１の電極部２５０が第１のパッドとしての役割をすることがで
きる。
【００９２】
　第２の電極部２７０は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のうち他のい
ずれか一つの発光領域（例えば、Ｐ１）の第２の導電型半導体層１２６又は伝導層１３０
上に配置することができる。そして、第２の電極部２７０は、第２の導電型半導体層１２
６又は伝導層１３０と接触することができる。
【００９３】
　第２の電極部２７０は、第２の電源を供給するためのワイヤ（図示せず）がボンディン
グされる第２のパッドを含むことができる。他の実施例の第２の電極部２７０は、第２の
パッドから拡張される枝電極（図示せず）をさらに含むことができる。
【００９４】
　例えば、第２の電極部２７０は、直列に連結される各発光領域のうち１番目の発光領域
Ｐ１の伝導層１３０上に配置し、第１の電極部２５０は、最後の発光領域Ｐ１２の第１の
導電型半導体層１２２上に配置することができる。
【００９５】
　絶縁層１４０は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）及び境界領域Ｓに
配置することができる。各連結電極２６０―１～２６０―ｍ（例えば、ｍ＝１１）は絶縁
層１４０上に配置され、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）を電気的に直列
に連結することができる。
【００９６】
　各連結電極（例えば、２６０―２）は、隣接する各発光領域（例えば、Ｐ２及びＰ３）
のうちいずれか一つの発光領域（例えば、Ｐ２）の第１の導電型半導体層１２２と残りの
他の一つの発光領域（例えば、Ｐ３）の第２の導電型半導体層１２６又は伝導層１３０と
を電気的に連結することができる。
【００９７】
　すなわち、第ｋの連結電極は、第ｋの発光領域の第１の導電型半導体層１２２と第ｋ＋
１の発光領域の第２の導電型半導体層１２６又は伝導層１３０とを電気的に連結すること
ができる。
【００９８】
　例えば、図６を参照すると、第ｋの連結電極２６０―ｋ（例えば、ｋ＝２）は、第ｋの
発光領域（例えば、Ｐｋ、ｋ＝２）、第ｋ＋１の発光領域（例えば、Ｐｋ＋１、ｋ＋１＝
３）、及びそれらの間の境界領域Ｓ上に位置することができる。そして、第ｋの連結電極
２６０―ｋ（例えば、ｋ＝２）は、絶縁層１４０を貫通して第ｋ＋１の発光領域（例えば
、Ｐｋ＋１、ｋ＋１＝３）の伝導層１３０又は第２の導電型半導体層１２６と接触する少
なくとも一つの第１の部分（例えば、２０１）を有することができる。絶縁層１４０は、
境界領域Ｓに位置する発光構造物１２０と連結電極２６０―１～２６０―ｍ（ｍ≧１であ
る自然数）との間に配置することができる。
【００９９】
　また、第ｋの連結電極２６０―ｋ（例えば、ｋ＝２）は、第ｋの発光領域（例えば、Ｐ
ｋ、ｋ＝２）の絶縁層１４０、伝導層１３０、第２の導電型半導体層１２６、及び活性層
１２４を貫通して第１の導電型半導体層１２２と接触する少なくとも一つの第２の部分（
例えば、２０２）を有することができる。このとき、絶縁層１４０は、第ｋの連結電極２
６０―ｋ（例えば、ｋ＝２）と伝導層１３０との間、第ｋの連結電極２６０―ｋ（例えば
、ｋ＝２）の第２の部分２０２と第２の導電型半導体層１２６との間、及び第ｋの連結電
極２６０―ｋ（例えば、ｋ＝２）の第２の部分２０２と活性層１２４との間に位置し得る
。
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【０１００】
　中間パッド２５２、２５４、２５６は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）
のうち少なくとも一つの発光領域の第１の導電型半導体層１２２上に配置される。中間パ
ッド２５２、２５４、２５６には、第１の電源を供給するためにワイヤをボンディングす
ることができる。
【０１０１】
　各発光領域（例えば、Ｐ１～Ｐ１２）のうち少なくとも一つの発光領域（例えば、Ｐ３
、Ｐ６、Ｐ９）は、メサエッチングによって第１の導電型半導体層１２２の一部が露出し
、露出する第１の導電型半導体層１２２の一部上に中間パッド２５２、２５４、２５６を
配置することができる。
【０１０２】
　例えば、中間パッド２５２、２５４、２５６は、第１の電極部２５０及び第２の電極部
２７０が位置する各発光領域（例えば、Ｐ１及びＰ１２）を除いた各発光領域（例えば、
Ｐ２～Ｐ１１）のうち少なくとも一つの発光領域（例えば、Ｐ３、Ｐ６、Ｐ９）の第１の
導電型半導体層１２２上に配置することができる。
【０１０３】
　図８は、図５に示した発光素子２００の回路図である。図５及び図８を参照すると、発
光素子２００は、共通した一つの（＋）端子、例えば、一つの第２のパッド２７０を有し
、２以上の（－）端子、例えば、第１のパッド２５０及び少なくとも一つの中間パッド２
５２、２５４、２５６を有することができる。
【０１０４】
　実施例は、２以上の（－）端子である各パッド２５０、２５２、２５４、２５６を備え
ることによって、多様な駆動電圧を使用することができ、多様な明るさの発光を具現する
ように調節することができる。
【０１０５】
　第１～第ｎの発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、各連結電極２６０―１～
２６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）によって順次直列に連結することができる。すなわち
、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、第２の電極部２７０が位置する第１
の発光領域Ｐ１から第１の電極部２５０が位置する第ｎの発光領域Ｐｎ（例えば、ｎ＝１
２）まで順次直列に連結することができる。
【０１０６】
　順次直列に連結される複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、第１のグ
ループ～第ｉ（１＜ｉ≦ｊ＜ｎである自然数）のグループの発光領域に区分することがで
きる。このとき、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）のそれぞれは、互い
に異なるグループに含ませることができる。
【０１０７】
　各グループに含まれる各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、各連結電極２
６０―１～２６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）及び中間パッド２５２、２５４、２５６に
よって互いに直列に連結することができる。
【０１０８】
　発光効率を高めるために、同一のグループに属する発光領域の面積は互いに同一であり
得る。しかし、互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なり得る。例え
ば、互いに異なるグループに属する発光領域の横の長さ及び縦の長さのうち少なくとも一
つは互いに異なり得る。図５を参照すると、互いに異なるグループに属する発光領域の横
の長さは互いに同一であるが（Ｘ１＝Ｘ２＝Ｘ３）、縦の長さが互いに異なり得る（Ｙ１
≠Ｙ２≠Ｙ３≠Ｙ４）。
【０１０９】
　互いに隣接して直列に連結される各グループのうちいずれか一つに含まれる発光領域の
面積は、残りの他の一つに含まれる発光領域の面積と異なり得る。例えば、第ｉ―１のグ
ループに含まれる発光領域の面積は、第ｉのグループに含まれる発光領域の面積より大き
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くなり得る。
【０１１０】
　また、第１のグループから最後のグループに行くほど、各グループに含まれる発光領域
の面積は減少し得る。例えば、各グループに属する発光領域のそれぞれの横の長さは同一
であるが（Ｘ１＝Ｘ２＝Ｘ３）、縦の長さが減少し得る（Ｙ１＞Ｙ２＞Ｙ３＞Ｙ４）。例
えば、Ｘ１＝Ｘ２＝Ｘ３で、Ｙ１：Ｙ２：Ｙ３：Ｙ４＝１：０．９～０．７：０．６～０
．５：０．４～０．１であり得る。
【０１１１】
　第１のグループは、第２の電極部２７０が位置する発光領域（例えば、Ｐ１）を含むこ
とができる。例えば、第２の電極部２７０は、第１のグループに含まれる各発光領域（例
えば、Ｐ１～Ｐ３）のうち１番目の発光領域（例えば、Ｐ１）の第２の導電型半導体層１
２６又は伝導層１３０上に配置することができる。
【０１１２】
　最後のグループ（ｉ＝ｊ）は、第１の電極部２５０が位置する発光領域を含むことがで
きる。例えば、第１の電極部２５０は、最後のグループ（第ｊのグループ）に含まれる各
発光領域（例えば、Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１２）のうち最後の発光領域（例えば、Ｐ１２）
の第１の導電型半導体層１２２上に配置することができる。
【０１１３】
　第１のグループ（例えば、ｉ＝１）を除いた残りのグループ（例えば、ｉ＝２～ｉ＝ｊ
）のそれぞれは、中間パッドが位置する発光領域を含むことができる。例えば、中間パッ
ド（例えば、２５２、２５４、２５６）は、第２のグループ～第ｊのグループのそれぞれ
に属する各発光領域のうち最後の発光領域の第１の導電型半導体層１２２上に配置するこ
とができる。
【０１１４】
　実施例は、第２の電極部２７０が各発光領域に第２の電源を供給する共通電極であって
、各中間パッド２５２、２５４、２５６及び第１の電極部２５０のうちいずれか一つに第
１の電源が供給される構造である。したがって、第１の電源が各中間パッド２５２、２５
４、２５６及び第１の電極部２５０のうちいずれに供給されるかによって、発光するグル
ープを決定することができる。
【０１１５】
　このように、実施例は、共通電極である第２の電極部２７０により隣接するグループで
あるほど、使用頻度数が確率的に大きい構造であるので、確率的に使用頻度数の高い発光
領域であるほど面積を大きくし、発光素子の信頼性及び効率を向上させることができる。
また、実施例は、使用目的に応じて発光領域の面積を調節することができる。
【０１１６】
　図９は、第３の実施例に係る発光素子３００の平面図で、図１０は、図９に示した発光
素子３００のＥＥ'方向の断面図である。
【０１１７】
　図９及び図１０を参照すると、発光素子３００は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１
である自然数）に区分される発光構造物１０、保護層２０、電流遮断層３０、各金属層４
０―１～４０―ｎ（ｎ＞１である自然数）、絶縁層５０、第２の電極部６０、パッシベー
ション層２５、第１の電極部９２、各連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１である自
然数）、及び少なくとも一つの中間パッド９４、９６、９８を含む。
【０１１８】
　発光構造物１０は、光を発生し、複数の３族～５族元素の化合物半導体層を含むことが
できる。図１０に示したように、発光構造物１０は、第１の導電型半導体層１６、活性層
１４、及び第２の導電型半導体層１２を含むことができる。
【０１１９】
　第２の導電型半導体層１２は、第１の導電型半導体層１６の下側に位置することができ
、活性層１４は、第１の導電型半導体層１６と第２の導電型半導体層１２との間に位置す
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ることができる。発光構造物１０は、複数の互いに離隔する各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞
１である自然数）及び境界領域Ｓを含むことができる。第１の導電型半導体層１６、活性
層１４、及び第２の導電型半導体層１２は、図１及び図２を参照して説明したものと同一
であり得る。
【０１２０】
　保護層２０は、境界領域Ｓの下側に配置することができ、境界領域Ｓ又は保護層２０に
よって各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）を定義することができる。保護層２
０は、発光構造物１０を複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）に区分するた
めのアイソレーションエッチング時に各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）を保
護し、発光素子３００の信頼性が低下することを防止することができる。
【０１２１】
　各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のそれぞれは、第２の導電型半導体層１２
、活性層１４、及び第１の導電型半導体層１６が垂直方向に積層された形態であり得る。
ここで、垂直方向は、第２の導電型半導体層１２から第１の導電型半導体層１６に向かう
方向であるか、又は支持層６６と垂直な方向であり得る。
【０１２２】
　各金属層４０―１～４０―ｎ（ｎ＞１である自然数）は、発光構造物１０の下側に配置
することができる。各金属層４０―１～４０―ｎ（ｎ＞１である自然数）は、複数の発光
領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）のうち対応するいずれか一つの第２の導電型半導
体層１２の下側に互いに離隔するように配置することができる。
【０１２３】
　図１０は、各発光領域（例えば、Ｐ１、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ１２）のそれぞれに対応する金
属層４０―１、４０―６、４０―７、４０―１２のみを示し、残りの発光領域Ｐ２～Ｐ５
、及びＰ８～Ｐ１１に対応する各金属層４０―２～４０―５、及び４０―８～４０―１１
は示していない。各金属層４０―１～４０―ｎ（例えば、ｎ＝１２）のそれぞれは、オー
ミック層４２及び反射層４４のうち少なくとも一つを含むことができる。
【０１２４】
　このとき、オーミック層４２は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のそれぞ
れの下側に配置され、第２の導電型半導体層１２とオーミック接触することができる。例
えば、オーミック層４２は、Iｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｎｉ、及びＰｔのうち少なくとも
一つを含むことができる。
【０１２５】
　反射層４４は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のそれぞれのオーミック層
４２の下側に配置することができ、発光構造物１０から入射される光を反射させ、発光素
子３００の光抽出効率を向上させることができる。反射層４４は、オーミック層４２の最
外部側面と接し、オーミック層４２の周囲を取り囲むことができる。
【０１２６】
　反射層４４は、反射金属又はこれらの合金、例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、
Ｉｒ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｈｆのうち少なくとも一つを含むことができる。
また、反射層４４は、透光性伝導性酸化物、例えば、ＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　
ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＡＺＯ（
ｉｎｄｉｕｍ　ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　
ｇａｌｌｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｇａｌｌｉｕｍ　
ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ（ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＡＴＯ（
ａｎｔｉｍｏｎｙ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）などを用いて単層又は多層に形成することがで
きる。また、反射層４４は、ＩＺＯ／Ｎｉ、ＡＺＯ／Ａｇ、ＩＺＯ／Ａｇ／Ｎｉ、ＡＺＯ
／Ａｇ／Ｎｉなどのように金属と伝導性酸化物を多層にして形成することができる。
【０１２７】
　他の実施例においては、オーミック層４２を別途に形成せず、反射層４４に使用される
物質を第２の導電型半導体層１２とオーミック接触をする物質として選択し、反射層４４
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が第２の導電型半導体層１２とオーミック接触をなすことができる。
【０１２８】
　電流遮断層３０は、発光構造物１０の第２の導電型半導体層１２の下側に配置すること
ができる。例えば、電流遮断層３０は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のそ
れぞれの第２の導電型半導体層１２と金属層４０―１～４０―ｎ（ｎ＞１である自然数）
との間に配置することができる。電流遮断層３０は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ
＝１２）のそれぞれの特定領域に電流が集中する現象を緩和し、発光素子３００の発光効
率を向上させることができる。
【０１２９】
　電流遮断層３０は、各連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）、第１
の電極部９２、又は各中間パッド９４、９６、９８に対応するように配置することができ
、垂直方向に各連結電極３６０―１～３６０―ｍ、第１の電極部９２、各中間パッド９４
、９６、９８と少なくとも一部をオーバーラップすることができる。電流遮断層３０は、
連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）のパターンに対応するパターン
形状を有することができる。ここで、垂直方向は、第２の導電型半導体層１２から第１の
導電型半導体層１６に向かう方向であり得る。
【０１３０】
　電流遮断層３０は、各金属層４０―１～４０―ｎ（ｎ＞１である自然数）より電気伝導
性の低い物質、第２の導電型半導体層１２とショットキー接触を形成する物質、又は電気
絶縁性物質を用いて形成することができる。例えば、電流遮断層３０は、ＺｎＯ、ＳｉＯ

２、ＳｉＯＮ、Ｓｉ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｒのうち少なくとも
一つを含むことができる。
【０１３１】
　第２の電極部６０は、絶縁層５０の下側に位置し、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば
、ｎ＝１２）のうちいずれか一つ（例えば、Ｐ１）の第２の導電型半導体層１２と接触す
る金属層（例えば、４０―１）と電気的に連結することができる。第２の電極部６０は、
前記いずれか一つの発光領域（例えば、Ｐ１）に第２の電源を供給することができる。
【０１３２】
　第２の電極部６０は、バリア層６２、接合層６４、及び支持層６６を含むことができる
。
【０１３３】
　バリア層６２は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のそれぞれの反射層４４
の下側に配置され、支持層６６の金属イオンが反射層４４とオーミック層４２を通過して
発光構造物に伝達又は拡散されることを防止する。バリア層６２は、バリア金属物質、例
えば、Ｐｔ、Ｔｉ、Ｗ、Ｖ、Ｆｅ、Ｍｏのうち少なくとも一つを含み、単一層又は多層で
あり得る。
【０１３４】
　バリア層６２は、絶縁層５０の下側に位置し、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ
＝１２）のうちいずれか一つ（例えば、Ｐ１）の第２の導電型半導体層１２と接触する金
属層（例えば、４０―１）と電気的に連結することができる。
【０１３５】
　複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のうち第１の発光領域（例えば、Ｐ１
）の第２の導電型半導体層１２は、バリア層６２と電気的に連結されるので、第２の電源
はバリア層６２を通して第１の発光領域（例えば、Ｐ１）に供給することができる。これ
は、バリア層６２が後述する支持層６６と電気的に連結され、第２の電源は支持層６６を
通して供給されるためである。
【０１３６】
　絶縁層５０は、各金属層４０―１～４０―ｎ（例えば、ｎ＝１２）の周囲を取り囲む。
絶縁層５０は、各金属層４０―１～４０―ｎ（例えば、ｎ＝１２）の相互間、及び第２の
電極部６０と連結される金属層（例えば、４０―１）を除いた残りの金属層４０―２～４
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０―ｎ（例えば、ｎ＝１２）と第２の電極部６０との間に配置される。
【０１３７】
　例えば、絶縁層５０は、各金属層４０―１～４０―ｎ（例えば、ｎ＝９）の相互間を電
気的に絶縁し、第１の金属層（例えば、４０―１）を除いた残りの金属層４０―２～４０
―ｎ（例えば、ｎ＝９）と第２の電極部６０の相互間を互いに電気的に絶縁させることが
できる。
【０１３８】
　絶縁層５０は、絶縁物質、例えば、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＴｉＯ２、Ａ
ｌＮのうち少なくとも一つで形成することができ、単層又は多層であり得る。
【０１３９】
　支持層６６は、バリア層６２の下側に配置され、発光構造物１０を支持し、第１の電極
部９２と共に発光構造物１０に電源を提供する。支持層６６は、伝導性物質であって、例
えば、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、銅―タングス
テン（Ｃｕ―Ｗ）などの金属物質又はＳｉ、Ｇｅ、ＧａＡｓ、ＺｎＯ、ＳｉＣ、及びＳｉ
Ｇｅのうち少なくとも一つを含む半導体物質であり得る。
【０１４０】
　接合層６４は、バリア層６２と支持層６６との間に配置される。接合層６４は、バリア
層６２と支持層６６との間に挿入されて両者を接合することができる。接合層６４は、支
持層６６をボンディング方式で接合するために形成されるものであるので、支持層６６を
めっきや蒸着方法で形成する場合又は支持層６６が半導体層である場合は接合層６４を省
略することができる。接合層６４は、接合金属物質、例えば、Ａｕ、Ｓｎ、Ｎｉ、Ｎｂ、
Ｉｎ、Ｃｕ、Ａｇ及びＰｄのうち少なくとも一つを含むことができる。
【０１４１】
　第１の電極部９２は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のうちいずれか一つ
の発光領域（例えば、Ｐ１２）の第１の導電型半導体層１６上に配置される。第１の電極
部９２は、第１の電源を提供するためのワイヤ（図示せず）がボンディングされる第１の
パッドを含むことができる。図９の実施例においては、第１の電極部９２が第１のパッド
としての役割をすることができる。第１の導電型半導体層１６の上面には、光抽出効率を
増加させるために凹凸（ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ）１６―１を形成することができる。
【０１４２】
　パッシベーション層２５は、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）及び境
界領域Ｓ上に配置することができる。パッシベーション層２５は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ
（例えば、ｎ＝１２）のそれぞれの側面と上面及び境界領域Ｓ上に配置することができる
。
【０１４３】
　例えば、パッシベーション層２５は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のそ
れぞれに属する第１の導電型半導体層１６の側面、活性層１４の側面、及び第２の導電型
半導体層１２の側面上に配置することができ、また、パッシベーション層２５は、各発光
領域Ｐ１～Ｐｎ（例えば、ｎ＝１２）のそれぞれの第１の導電型半導体層１６の上面に配
置することができる。また、パッシベーション層２５は、境界領域Ｓの保護層２０上に配
置することができる。第１の電極部９２は、パッシベーション層２５から露出させること
ができる。
【０１４４】
　各連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）は、隣接する各発光領域及
びそれらの間の境界領域に位置するパッシベーション層２５上に配置することができる。
【０１４５】
　各連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）は、隣接する各発光領域の
うちいずれか一つの第１の導電型半導体層１６と残りの他の一つの第２の導電型半導体層
１２とを電気的に連結する。第ｋの連結電極（例えば、３６０―ｋ、ｋ＝６）は、第ｋの
発光領域（例えば、Ｐｋ、ｋ＝６）の第１の導電型半導体層１６と第ｋ＋１の発光領域（
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例えば、Ｐｋ＋１、ｋ＋１＝７）の第２の導電型半導体層１２とを電気的に連結すること
ができる。
【０１４６】
　連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）は、パッシベーション層２５
、第１の導電型半導体層１６、及び活性層１４を貫通して隣接する各発光領域のうちいず
れか一つの第２の導電型半導体層１２と接触する少なくとも一つの第１の部分３０１を有
することができる。
【０１４７】
　また、連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）は、パッシベーション
層２５を貫通して隣接する各発光領域のうち残りの他の一つの第１の導電型半導体層１６
と接触する少なくとも一つの第２の部分３０２を有することができる。
【０１４８】
　第ｋの連結電極は、第ｋの発光領域、第ｋ＋１の発光領域、及びそれらの間の境界領域
Ｓ上に位置することができる。
【０１４９】
　例えば、第ｋの連結電極３６０―ｋは、パッシベーション層２５、第１の導電型半導体
層１６、及び活性層１４を貫通して第ｋ＋１の発光領域（例えば、Ｐｋ＋１）の第２の導
電型半導体層１２と接触する少なくとも一つの第１の部分（例えば、３０１）を有するこ
とができる。図９に示した点線の丸印は、各連結電極３６０―１～３６０―ｍ（例えば、
ｍ＝１１）の第１の部分３０１を示す。
【０１５０】
　このとき、パッシベーション層２５は、第ｋの連結電極（例えば、３６０―ｋ）の第１
の部分３０１と第１の導電型半導体層１６との間、及び第ｋの連結電極（例えば、３６０
―ｋ）の第１の部分３０１と活性層１４との間に位置することができる。すなわち、パッ
シベーション層２５は、第ｋ＋１の発光領域（例えば、Ｐｋ＋１）の第１の導電型半導体
層１６、及び活性層１４から第ｋの連結電極（例えば、３６０―ｋ）の第１の部分３０１
を電気的に絶縁させる役割をすることができる。
【０１５１】
　また、第ｋの連結電極３６０―ｋは、第ｋの発光領域（例えば、Ｐｋ）のパッシベーシ
ョン層２５を貫通して第１の導電型半導体層１６と接触する少なくとも一つの第２の部分
（例えば、３０２）を有することができる。図９に示した実線の丸印は、各連結電極３６
０―１～３６０―ｍ（例えば、ｍ＝１１）の第２の部分３０２を示す。
【０１５２】
　第ｋの連結電極（例えば、３６０―ｋ）の第１の部分３０１の下面は、活性層１４の下
面より下側に位置することができる。第１の部分３０１は、ホール、又は溝に電極物質が
充填された形態であり得る。
【０１５３】
　中間パッド９４、９６、９８は、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）のうち
少なくとも一つの発光領域の第１の導電型半導体層１６上に配置し、第１の導電型半導体
層１６と電気的に連結することができる。中間パッド９４、９６、９８には、第１の電源
を供給するためにワイヤをボンディングすることができる。
【０１５４】
　例えば、中間パッド９４、９６、９８は、第１の電極部９２が位置する発光領域（例え
ば、Ｐ１２）と、第２の電極部６０と電気的に連結される発光領域（例えば、Ｐ１）を除
いた残りの発光領域（例えば、Ｐ２～Ｐ１１）のうち少なくとも一つの発光領域（例えば
、Ｐ３、Ｐ６、Ｐ９）の第１の導電型半導体層１６上に配置することができる。
【０１５５】
　図９に示したように、中間パッド（例えば、９４）は、同一の発光領域（例えば、Ｐ３
）内に配置される連結電極（例えば、３６０―３）の一端と電気的に連結することができ
る。しかし、他の実施例において、中間パッド（例えば、９４）は、同一の発光領域（例
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えば、Ｐ３）内に配置される連結電極（例えば、３６０―３）と電気的に離隔又は分離す
ることができる。
【０１５６】
　実施例は、印加される駆動電圧によって、第１の電極部９２及び各中間パッド９４、９
６、９８のうちいずれか一つに第１の電源を供給し、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１であ
る自然数）のうち一部又は全部を駆動するように設計することができる。
【０１５７】
　第１～第ｎの発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、各連結電極（３６０―１
～３６０―ｍ（ｍ≧１である自然数）によって順次直列に連結することができる。すなわ
ち、各発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、第２の電極部６０と電気的に連結
される第１の発光領域Ｐ１から第１の電極部９２が位置する第ｎの発光領域Ｐｎ（例えば
、ｎ＝１２）まで順次直列に連結することができる。
【０１５８】
　順次直列に連結される複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）は、第１のグ
ループ～第ｉ（１＜ｉ≦ｊ＜ｎである自然数）のグループの発光領域に区分することがで
きる。このとき、複数の発光領域Ｐ１～Ｐｎ（ｎ＞１である自然数）のそれぞれは互いに
異なるグループに含ませることができる。
【０１５９】
　各グループに含まれる各発光領域は、各連結電極３６０―１～３６０―ｍ（ｍ≧１であ
る自然数）及び中間パッド９４、９６、９８によって互いに直列に連結することができる
。均一な電流分配をなして発光効率を高めるために、同一のグループに属する発光領域の
面積は互いに同一であり得る。
【０１６０】
　互いに異なるグループに属する発光領域の面積は互いに異なり得る。例えば、互いに異
なるグループに属する発光領域の横の長さ及び縦の長さのうち少なくとも一つは互いに異
なり得る。図９を参照すると、互いに異なるグループに属する発光領域の横の長さは互い
に同一であるが、縦の長さが互いに異なり得る。
【０１６１】
　互いに隣接して直列に連結される各グループのうちいずれか一つに含まれる発光領域の
面積は、残りの他の一つに含まれる発光領域の面積と異なり得る。例えば、第ｉ―１のグ
ループに含まれる発光領域の面積は、第ｉのグループに含まれる発光領域の面積より大き
くなり得る。
【０１６２】
　また、第１のグループから最後のグループ（ｉ＝ｊ）に行くほど、各グループに含まれ
る発光領域の面積は減少し得る。例えば、各グループに属する各発光領域の横の長さは同
一であるが（Ｘ１＝Ｘ２＝Ｘ３）、縦の長さが減少し得る（Ｙ１＞Ｙ２＞Ｙ３＞Ｙ４）。
具体的に、Ｘ１＝Ｘ２＝Ｘ３で、Ｙ１：Ｙ２：Ｙ３：Ｙ４＝１：０．９～０．７：０．６
～０．５：０．４～０．１であり得る。
【０１６３】
　第１のグループは、第２の電極部６０と電気的に連結される発光領域を含むことができ
る。例えば、第２の電極部６０は、第１のグループに含まれる各発光領域（例えば、Ｐ１
、Ｐ２、Ｐ３）のうち１番目の発光領域（例えば、Ｐ１）の金属層（例えば、４０―１）
と連結することができる。
【０１６４】
　最後のグループ（ｉ＝ｊ）は、第１の電極部９２が位置する発光領域を含むことができ
る。例えば、第１の電極部９２は、最後のグループ（ｉ＝ｊ）の各発光領域（例えば、Ｐ
１０、Ｐ１１、Ｐ１２）のうち最後の発光領域（例えば、Ｐ１２）の第１の導電型半導体
層１６上に配置することができる。
【０１６５】
　最後のグループ（ｉ＝ｊ）を除いた残りのグループ（第１～第ｊ―１のグループ）のそ
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れぞれは、中間パッドが位置する発光領域を含むことができる。例えば、中間パッド（例
えば、９４、９６、９８）は、第１のグループ～第（ｊ―１）のグループのそれぞれに属
する各発光領域のうち最後の発光領域の第１の導電型半導体層１６上に配置することがで
きる。
【０１６６】
　実施例は、第２の電極部６０が各発光領域に第２の電源を供給する共通電極であって、
各中間パッド９４、９６、９８及び第２の電極部９２のうちいずれか一つに第１の電源が
供給される構造である。したがって、第１の電源が各中間パッド９４、９６、９８及び第
１の電極部９２のうちいずれに供給されるかによって、発光するグループを決定すること
ができる。
【０１６７】
　このように、実施例は、共通電極である第２の電極部６０により隣接するグループであ
るほど、使用頻度数が確率的に大きい構造であるので、確率的に使用頻度数の高い発光領
域であるほど面積を大きくし、発光素子の信頼性及び効率を向上させることができる。ま
た、実施例は、使用目的に応じて発光領域の面積を調節することができる。
【０１６８】
　図１１は、実施例に係る発光素子を含む発光素子パッケージを示す図である。
【０１６９】
　図１１を参照すると、実施例に係る発光素子パッケージは、パッケージ本体５１０、第
１のリードフレーム５１２、第２のリードフレーム５１４、発光素子５２０、反射板５２
５、ワイヤ５２２、５２４、及び樹脂層５４０を含む。
【０１７０】
　パッケージ本体５１０は、一側領域にキャビティが形成された構造である。このとき、
キャビティの側壁は傾斜するように形成することができる。パッケージ本体５１０は、シ
リコン基盤のウエハーレベルパッケージ、シリコン基板、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）
、窒化アルミニウム（ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｎｉｔｒｉｄｅ、ＡｌＮ）などのように絶縁性
又は熱伝導度の良い基板で形成することができ、複数の基板が積層される構造であり得る
。実施例は、上述した本体の材質、構造、及び形状に限定されない。
【０１７１】
　第１のリードフレーム５１２及び第２のリードフレーム５１４は、熱排出や発光素子の
装着を考慮して、互いに電気的に分離されるようにパッケージ本体５１０の表面に配置す
ることができる。発光素子５２０は、第１のリードフレーム５１２及び第２のリードフレ
ーム５１４と電気的に連結される。このとき、発光素子５２０は、実施例に係る各発光素
子１００、２００、３００のうちいずれか一つであり得る。
【０１７２】
　例えば、図１に示した発光素子１００の第１の電極部１５０は、第２のワイヤ５２４に
よって第２のリードフレーム５１４に電気的に連結される。そして、第２の電極部１７０
及び各中間パッド１８２、１８４、１８６のうちいずれか一つを第１のワイヤ５２２によ
って第１のリードフレーム５１２に電気的に連結することができる。
【０１７３】
　また、例えば、図５に示した発光素子２００の第２の電極部２７０は、第１のワイヤ５
２２によって第１のリードフレーム５１２と連結し、第１の電極部２５０及び各中間パッ
ド２５２、２５４、２５６のうちいずれか一つを第２のワイヤ５２４によって第２のリー
ドフレーム５１４と連結することができる。
【０１７４】
　また、例えば、図９に示した発光素子３００の支持層６６は、第１のリードフレーム５
１２にボンディングされ、第１の電極部９２及び各中間パッド９４、９６、９８のうちい
ずれか一つを第２のワイヤ５２４によって第２のリードフレーム５１４と電気的に連結す
ることができる。
【０１７５】
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　反射板５２５は、発光素子５２０から放出された光が所定の方向に向かうようにパッケ
ージ本体５１０のキャビティ側壁に形成される。反射板５２５は、光反射物質からなり、
例えば、金属コーティングや金属薄片であり得る。
【０１７６】
　樹脂層５４０は、パッケージ本体５１０のキャビティ内に位置する発光素子５２０を包
囲し、発光素子５２０を外部環境から保護する。樹脂層５４０は、エポキシ又はシリコン
などの無色透明な高分子樹脂材質からなる。樹脂層５４０には、発光素子５２０から放出
された光の波長を変化させるように蛍光体を含ませることができる。発光素子パッケージ
は、上述した各実施例の各発光素子のうち少なくとも一つを搭載することができ、これに
ついて限定することはない。
【０１７７】
　実施例に係る発光素子パッケージは、複数を基板上にアレイし、発光素子パッケージの
光経路上に光学部材である導光板、プリズムシート、拡散シートなどを配置することがで
きる。このような発光素子パッケージ、基板、光学部材はバックライトユニットとして機
能することができる。
【０１７８】
　更に他の実施例は、上述した各実施例に記載された発光素子又は発光素子パッケージを
含む表示装置、指示装置、照明システムに具現することができ、例えば、照明システムは
ランプ、街灯を含むことができる。
【０１７９】
　図１２は、実施例に係る発光素子パッケージを含む照明装置の分解斜視図である。図１
２を参照すると、照明装置は、光を投射する光源７５０と、光源７５０が内蔵されるハウ
ジング７００と、光源７５０の熱を放出する放熱部７４０と、光源７５０と放熱部７４０
をハウジング７００に結合するホルダー７６０とを含む。
【０１８０】
　ハウジング７００は、電気ソケット（図示せず）に結合されるソケット結合部７１０と
、ソケット結合部７１０と連結され、光源７５０が内蔵される本体部７３０とを含む。本
体部７３０には、一つの空気流動口７２０を貫通するように形成することができる。
【０１８１】
　ハウジング７００の本体部７３０上に複数の空気流動口７２０が備えられ、空気流動口
７２０は、一つ又は複数であり得る。空気流動口７２０は、本体部７３０に放射状に配置
したり、多様な形態で配置することができる。
【０１８２】
　光源７５０は、基板７５４上に備えられる複数の発光素子パッケージ７５２を含む。基
板７５４は、ハウジング７００の開口部に挿入できる形状であり、後述するように、放熱
部７４０に熱を伝達するために熱伝導率の高い物質からなり得る。複数の発光素子パッケ
ージは上述した実施例であり得る。
【０１８３】
　光源７５０の下部にはホルダー７６０が備えられ、ホルダー７６０はフレーム及び他の
空気流動口を含むことができる。また、図示していないが、光源７５０の下部には光学部
材が備えられ、光源７５０の発光素子パッケージ７５２から投射される光を拡散、散乱又
は収斂させることができる。
【０１８４】
　図１３は、実施例に係る発光素子パッケージを含む表示装置８００を示す。
【０１８５】
　図１３を参照すると、表示装置８００は、ボトムカバー８１０と、ボトムカバー８１０
上に配置される反射板８２０と、光を放出する発光モジュール８３０、８３５と、反射板
８２０の前方に配置され、前記発光モジュール８３０、８３５から発散される光を表示装
置の前方に案内する導光板８４０と、導光板８４０の前方に配置される各プリズムシート
８５０、８６０を含む光学シートと、光学シートの前方に配置されるディスプレイパネル
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８７０と、ディスプレイパネル８７０と連結され、ディスプレイパネル８７０に画像信号
を供給する画像信号出力回路８７２と、ディスプレイパネル８７０の前方に配置されるカ
ラーフィルター８８０とを含むことができる。ここで、ボトムカバー８１０、反射板８２
０、発光モジュール８３０、８３５、導光板８４０、及び光学シートはバックライトユニ
ットをなすことができる。
【０１８６】
　発光モジュールは、基板８３０上の発光素子パッケージ８３５を含んで構成される。こ
こで、基板８３０としてはＰＣＢなどを使用することができる。発光素子パッケージ８３
５は、実施例に係る発光素子パッケージであり得る。
【０１８７】
　ボトムカバー８１０は、表示装置８００内の各構成要素を収納することができる。そし
て、反射板８２０は、本図面のように別途の構成要素として設けることもでき、導光板８
４０の後面や、ボトムカバー８１０の前面に反射度の高い物質でコーティングされる形態
で設けることも可能である。
【０１８８】
　ここで、反射板８２０には、反射率が高く、超薄型で使用可能な素材を使用することが
でき、ポリエチレンテレフタレート（ＰｏｌｙＥｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔａｌａ
ｔｅ；ＰＥＴ）を使用することができる。
【０１８９】
　そして、導光板８４０は、ポリメチルメタクリレート（ＰｏｌｙＭｅｔｈｙｌＭｅｔｈ
Ａｃｒｙｌａｔｅ；ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰｏｌｙＣａｒｂｏｎａｔｅ；ＰＣ
）、又はポリエチレン（ＰｏｌｙＥｔｈｙｌｅｎｅ；ＰＥ）などで形成することができる
。
【０１９０】
　そして、第１のプリズムシート８５０は、支持フィルムの一面に、透光性でありながら
弾性を有する重合体材料で形成することができ、重合体は、複数の立体構造が繰り返して
形成されたプリズム層を有することができる。ここで、複数のパターンは、図示したよう
に、山部と谷部が繰り返されたストライプタイプで備えることができる。
【０１９１】
　そして、第２のプリズムシート８６０で支持フィルムの一面の山部と谷部の方向は、第
１のプリズムシート８５０内の支持フィルムの一面の山部と谷部の方向と垂直をなすこと
ができる。これは、発光モジュールと反射シートから伝達された光をディスプレイパネル
８７０の全面に均一に分散するためである。
【０１９２】
　そして、図示していないが、導光板８４０と第１のプリズムシート８５０との間に拡散
シートを配置することができる。拡散シートは、ポリエステルとポリカーボネート系列の
材料からなり、バックライトユニットから入射された光の屈折及び散乱を通して光の投射
角を最大に広げることができる。そして、拡散シートは、光拡散剤を含む支持層と、光出
射面（第１のプリズムシート方向）と光入射面（反射シート方向）に形成され、光拡散剤
を含まない第１のレイヤー及び第２のレイヤーとを含むことができる。
【０１９３】
　実施例において、拡散シート、第１のプリズムシート８５０、及び第２のプリズムシー
ト８６０が光学シートをなすが、光学シートは、他の組み合わせ、例えば、マイクロレン
ズアレイからなるか、拡散シートとマイクロレンズアレイとの組み合わせ又は一つのプリ
ズムシートとマイクロレンズアレイとの組み合わせなどからなり得る。
【０１９４】
　ディスプレイパネル８７０には液晶表示パネルを配置できるが、液晶表示パネル８６０
の他に、光源を必要とする他の種類の表示装置を備えることができる。
【０１９５】
　上述した各実施例で説明した特徴、構造、効果などは、本発明の少なくとも一つの実施
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例に含まれるもので、必ずしも一つの実施例のみに限定されるものではない。さらに、各
実施例で例示した特徴、構造、効果などは、各実施例の属する分野で通常の知識を有する
者によって他の実施例に対しても組み合わせたり変形して実施可能である。したがって、
このような組み合わせと変形と関係した各内容は、本発明の範囲に含まれるものと解釈し
なければならない。
【符号の説明】
【０１９６】
１００　　発光素子
１１０　　基板
１１５　　バッファー層
Ｐ１～Ｐｎ　　発光領域
１２０　　発光構造物
１３０　　伝導層
１４０　　絶縁層
１５０　　第１の電極部
１８２、１８４、１８６　　中間パッド
１７０　　第２の電極部

【図１】 【図２】
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