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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個のＬＥＤ素子を同一小型基板上に搭載するチップ型ＬＥＤにおいて、
　前記ＬＥＤ素子のアノードあるいはカソードの各電極と前記小型基板のアノード電極あ
るいはカソード電極との間にダミー電極を形成し、前記アノード電極あるいはカソード電
極から前記ＬＥＤ素子のアノードあるいはカソードに対して、前記ダミー電極を経由して
電気的接続に抵抗成分を有するワイヤ材を使用して前記複数個のＬＥＤ素子を並列接続し
、前記抵抗成分を有するワイヤ材の長さを変えて前記複数個のＬＥＤ素子の個々の電圧電
流特性に対して抵抗値を調整することにより、各ＬＥＤ間の電流不均衡を少なくしたこと
を特徴とするチップ型ＬＥＤ。
【請求項２】
　前記小型基板に搭載する前記複数個のＬＥＤ素子は電圧電流特性が違う発光色の異なる
ＬＥＤ素子であることを特徴とする請求項１に記載のチップ型ＬＥＤ。
【請求項３】
　ＬＥＤ素子を小型基板上に搭載するチップ型ＬＥＤにおいて、
　前記ＬＥＤ素子のアノードあるいはカソードの電極と前記小型基板のアノード電極ある
いはカソード電極との間にダミー電極を形成し、前記アノード電極あるいはカソード電極
から前記ＬＥＤ素子のアノードあるいはカソードに対して、前記ダミー電極を経由して電
気的接続に抵抗成分を有するワイヤ材を使用して前記ＬＥＤ素子を接続し、前記抵抗成分
を有するワイヤ材の長さを変えて前記ＬＥＤ素子の電圧電流特性に対して抵抗値を調整し
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たことを特徴とするチップ型ＬＥＤ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光ダイオード、すなわちＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄ
ｅ）に係り、一般照明用、携帯電話機搭載カメラのフラッシュ照明用、あるいは携帯電話
機、携帯機器等の操作キーの照明等に用いる小型チップ型発光ダイオード（以下チップ型
ＬＥＤ）の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤは集積回路と同様にウェーハー状で多数個を同時に作製し、個々にスクライブし
たベアチップ、すなわちＬＥＤ素子を取扱が容易な小型パッケージに封止して使用に供す
ることが多いが、そのパッケージ形状のひとつがチップ型ＬＥＤであり、前記チップ型Ｌ
ＥＤは小型基板に前記ＬＥＤ素子を搭載し、ワイヤボンデングで前記ＬＥＤ素子のアノー
ドあるいはカソードの電極と前記小型基板の電極間との電極配線を行った後に樹脂モール
ド形成したものである。あるいは、ＬＥＤを更に微細実装する場合は、直接プリント基板
等にＬＥＤ素子を搭載し、ワイヤボンデングで前記プリント基板に電極配線を行った後に
樹脂モールド形成する場合もある。
【０００３】
　ＬＥＤは発光電力効率に優れ、信号表示用のほか、近年は高輝度ＬＥＤによる照明装置
としての用途も多い。しかし、高輝度ＬＥＤとはいえ単体のＬＥＤでは使用目的によって
は光量不足もあり、複数個のＬＥＤ素子を直列あるいは並列接続して光量の増強を計って
いる。特にハイパワーが要求される一般照明やフラッシュ照明用には、同一パッケージ内
に４個以上の素子を封止することが多い。
【０００４】
　ＬＥＤはアノードに正、カソードに負の電圧をかけ、約２Ｖの電圧で電流が流れはじめ
て発光するが、指数的な電圧電流特性であり、並列接続により駆動する場合はそれぞれの
順方向電圧（Ｖｆ）値に依存した電流が流れる。従って、同一パッケージ内での複数のＬ
ＥＤの順方向電圧値ＶｆのばらつきによりそれぞれのＬＥＤに流れる順方向電流値（Ｉｆ
）もばらつくため、それぞれのＬＥＤ素子に直列に外部抵抗を接続し、各ＬＥＤの順方向
電流値Ｉｆのばらつきを抑える必要がある。また、発光色の異なる赤色（Ｒ）緑色（Ｇ）
黄色（Ｙ）等のＬＥＤ素子を同一パッケージに封止する場合は、各ＬＥＤ素子の順方向電
圧値Ｖｆが大きく異なるため、各々のＬＥＤ素子に対して整流、すなわち電流制限のため
の直列抵抗付加が不可欠になる。
【０００５】
　以下図面にもとづいて従来技術におけるＬＥＤの並列接続について説明する。図９は一
般的なＬＥＤの電圧電流特性図であって発光色の異なる赤色（Ｒ）緑色（Ｇ）黄色（Ｙ）
のＬＥＤ素子の電圧電流特性例を符号Ｒ、Ｇ、Ｙで示す。各ＬＥＤはそれぞれ異なる電圧
電流特性であるが、２Ｖ付近から急峻な立ち上がり特性を示している。
【０００６】
　さらに同一色調のＬＥＤであっても、個々のＬＥＤ素子毎に電圧電流特性は僅かながら
差異があり、ＬＥＤの電圧電流特性が急峻な立ち上がり特性であることから、僅かな特性
の違いであってもＬＥＤ素子を並列接続すると電流の不均衡を生ずる。従って、従来技術
においては以下に説明する方法で並列接続したＬＥＤの電流均衡を実現していた。
【０００７】
　すなわち、図１０は従来技術のＬＥＤ素子の並列接続回路図であって、同一パッケージ
のそれぞれのＬＥＤ素子に対応した抵抗を付加する方法であって、符号Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３
、Ｄｎに示す各ＬＥＤ素子に符号Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒｎの各電流制限抵抗を各々のＬＥ
Ｄ素子に対応して直列接続してある。あるいは、ＬＥＤ素子Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎのパ
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ッケージは小型に形成するためこの電流制限抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、ＲｎはＬＥＤ素子Ｄ
１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎのパケージ外のプリント基板等に実装することもあり、プリント基
板に印刷抵抗を形成する場合もある。
【０００８】
　図１１は従来技術のＬＥＤ素子のもうひとつの並列接続回路図であって、同一パッケー
ジ内のＬＥＤ素子の電圧電流特性を厳密に揃える方法である。符号Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ
ｎに示す各ＬＥＤ素子はあらかじめ点灯に適した一定の順方向電流Ｉｆを流し、このとき
の順方向電圧値Ｖｆを測定して分類するのであるが、この順方向電圧値Ｖｆの分類幅を細
分化して、同一分類したＬＥＤを同一パッケージに並列接続するのである。従って、この
場合はＬＥＤ素子の順方向電圧特性が揃っているので電流制限抵抗は符号Ｒで示す１個で
良いため電流制限抵抗の実装面積の縮小化を計ることができる。
【０００９】
　図１２は図１１により説明した従来技術における複数のＬＥＤ素子を並列接続したチッ
プ型ＬＥＤの実装例を示す斜視図であって、ここでは３個のＬＥＤ素子を並列接続した例
である。符号２２２は小型基板であり、２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃは電圧電流特性を
揃えたＬＥＤ素子、２２３は小型基板２２２のアノード電極、２２４は前記小型基板２２
２のカソード電極、２２５および２２６はボンディングワイヤである。ＬＥＤ素子２２１
ｂ、２２１ｃのボンディングワイヤの符号は省いてあるが、前記小型基板２２２上に３個
の電圧電流特性を揃えたＬＥＤ素子２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃを搭載後ボンディング
ワイヤにより各ＬＥＤ素子のアノードあるいはカソードの電極と前記小型基板２２２の電
極間との電極配線を行い各ＬＥＤ素子を並列接続してチップ型ＬＥＤを形成している。
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－３４４０２３号公報
【特許文献２】特開２００４－１７９３７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、図１０により説明した従来技術における複数のＬＥＤ素子を並列接続す
る方法にあっては、ＬＥＤ素子Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎそれぞれに対応した電流制限抵抗
を付加する必要があるため、実装面積やコスト増大の要因となる。さらに、電流制限抵抗
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、ＲｎをＬＥＤ素子Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎのパケージ外のプリント基
板等に実装する場合はチップ型ＬＥＤのパッケージ内の各Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎ毎にカ
ソード端子配線を外部に引き出す必要があり、パッケージ形状の増大とコスト増大を招く
結果となる。
【００１２】
　また、図１１により説明した従来技術における複数個のＬＥＤ素子を並列接続する方法
にあっては、同一パッケージに封止するＬＥＤ素子Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎの順方向電圧
電流特性の分類幅の細分化を強いられ、工程増とコスト増大を招くという問題があった。
【００１３】
　　（発明の目的）
　すなわち、本発明の目的は、前記図１１により説明した同一パッケージ内に複数のＬＥ
Ｄ素子Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎを並列接続して封止するチップ型ＬＥＤにおいて、各ＬＥ
Ｄ素子Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎの順方向電圧電流特性の分類精度を緩和し、かつ、前記複
数個のＬＥＤ素子を同一パッケージ内に並列接続形成しても各ＬＥＤ素子間の電流不均衡
を生じないチップ型ＬＥＤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は、複数個のＬＥＤ素子を同一小型基板上に搭載す
るチップ型ＬＥＤにおいて、前記ＬＥＤ素子のアノードあるいはカソードの各電極と前記
小型基板のアノード電極あるいはカソード電極との間にダミー電極を形成し、前記アノー
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ド電極あるいはカソード電極から前記ＬＥＤ素子のアノードあるいはカソードに対して、
前記ダミー電極を経由して電気的接続に抵抗成分を有するワイヤ材を使用して前記複数個
のＬＥＤ素子を並列接続し、前記抵抗成分を有するワイヤ材の長さを変えて前記複数個の
ＬＥＤ素子の個々の電圧電流特性に対して抵抗値を調整することにより、各ＬＥＤ間の電
流不均衡を少なくしたことを特徴とする。
 
【００１５】
　すなわち、前記抵抗成分を有するワイヤ材は前記複数個の個々のＬＥＤ素子に対して各
々の直列抵抗成分とすることで、前記複数個のＬＥＤ素子の電圧電流特性の勾配を個々に
緩和し、前記複数個のＬＥＤ素子を並列接続しても各ＬＥＤ素子間の電流不均衡を少なく
するのである。
【００１６】
　また、前記複数個のＬＥＤ素子の電極と前記小型基板の電極間との電気的接続を行う前
記抵抗成分を有するワイヤ材は前記ワイヤ材の長さを変えることでワイヤ材の抵抗値を制
御することを特徴とする。
【００１７】
　すなわち、前記抵抗成分を有するワイヤ材の長さを変えて前記複数個のＬＥＤ素子の個
々の電圧電流特性に対して各ＬＥＤ素子の直列抵抗成分を個々に調整を可能とするのであ
る。
【００１８】
　また、前記小型基板に搭載する前記複数個のＬＥＤ素子は電圧電流特性が違う発光色の
異なるＬＥＤ素子であることを特徴とする。
 
【００１９】
　すなわち、前記抵抗成分を有するワイヤ材の長さを十分に確保することで抵抗成分の調
整幅を大きくできるので電圧電流特性が大幅に異なる発光色のＬＥＤ素子に対しても個々
の電圧電流特性の勾配を大きく緩和し、前記発光色が異なる複数個のＬＥＤ素子であって
も並列接続が可能となるのである。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように本発明によれば、複数個のＬＥＤ素子を同一小型基板上に搭載するチップ
型ＬＥＤにおいて、前記ＬＥＤ素子の各電極と前記小型基板の電極間との電気的接続を行
う抵抗成分を有するワイヤ材は前記複数個の各ＬＥＤ素子の各々の直列抵抗成分となるた
め、前記複数個のＬＥＤ素子の個々の電圧電流特性勾配を緩和し、同一パッケージに封止
するＬＥＤ素子の順方向電圧電流特性分類もおおまかで良く、前記複数個のＬＥＤ素子を
並列接続しても各ＬＥＤ間の電流不均衡が少なく、複数個のＬＥＤ素子の並列接続による
発光強度の大きな照明用チップ型ＬＥＤを提供できる。
【００２１】
　また、前記抵抗成分を有するワイヤ材の長さを変えて前記複数個のＬＥＤ素子の個々の
電圧電流特性に対して調整可能であることから、前記複数個のＬＥＤ素子の個々の電圧電
流特性の整合性は更に改善し、前記抵抗成分を有するワイヤ材の長さを十分に確保するこ
とで電圧電流特性が大幅に違う発光色の異なるＬＥＤ素子の並列接続と同一パッケージ内
への封止もできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。図１ａは本発明の実施形態に
おけるチップ形ＬＥＤの断面図を示す。図１ｂは本発明の実施形態におけるチップ型ＬＥ
Ｄの斜視図である。
【００２３】
　図１ａおよび図１ｂにおいて、１００はＬＥＤ素子を１個搭載したチップ型ＬＥＤであ
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って、本発明の基本的な構造を示す。１０１はＬＥＤ素子、１０２は小型基板、１０３は
小型基板１０２上に形成したアノード電極、１０４は小型基板１０２上に形成したカソー
ド電極、１０５は前記ＬＥＤ素子１０１のアノードと前記小型基板１０２上に形成したア
ノード電極１０３を接続する抵抗成分を有するアノードボンディングワイヤ、１０６は前
記ＬＥＤ素子１０１のカソードと前記小型基板１０２上に形成したカソード電極１０４を
接続する抵抗成分を有するカソードボンディングワイヤ、１０７は前記小型基板１０２上
に前記ＬＥＤ素子１０１を固着する接着層、１０８は前記小型基板１０２上に搭載した前
記ＬＥＤ素子１０１およびアノードボンディングワイヤ１０５およびカソードボンディン
グワイヤ１０６を保護し、かつ前記ＬＥＤ素子１０１の発光を妨げないスモークあるいは
クリア樹脂である。
【００２４】
　すなわち、本発明は図１ａおよび図１ｂにおけるアノードボンディングワイヤ１０５お
よびカソードボンディングワイヤ１０６が抵抗成分を有することが特徴的なのである。従
って、本発明においてはボンディングワイヤ１０５および１０６には比抵抗が大きな素材
、例えばアルミニウム（Ａｌ）にシリコン（Ｓｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ
）などを加えた合金を連続鋳造圧延により成形したボンディングワイヤ、あるいは、タン
グステン（Ｗ）を熱間引抜で成形したボンディングワイヤを使用する方法、あるいは、一
般のボンディングワイヤの長さを十分に確保することでボンディングワイヤの抵抗成分を
積極的に使用することを特徴としている。
【００２５】
　図２は本発明の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの電圧電流特性図であって、Ｘ軸がＬ
ＥＤへの印加電圧、Ｙ軸がＬＥＤの電流を示す。ここで、１２１は従来のＬＥＤの電圧電
流特性を示し、印加電圧範囲１２３における電流変化は１２４に示すように急峻で大きく
変化する。１２２は本発明のチップ型ＬＥＤの電圧電流特性を示し、印加電圧範囲１２３
における電流変化は１２５に示すように前記従来のＬＥＤの電圧電流特性に比較して電圧
電流特性の勾配が大幅に緩和される。
【００２６】
　その理由は、従来のＬＥＤはチップ内のボンディングワイヤの配線の長さが短く、抵抗
が極めて小さくて、かつ、発光領域におけるＬＥＤの電圧電流特性が急峻であることから
、前記発光領域における動作抵抗値が極めて小さいことに起因する。この従来のＬＥＤに
対して本発明はボンディングワイヤによる抵抗成分を付加してあるため前記発光領域にお
ける動作抵抗値は大凡前記ボンディングワイヤにより付加した抵抗値となる。ボンディン
グワイヤは金属細線であり、付加できる抵抗値は数１０オームと低いが、素のＬＥＤの動
作抵抗値に比較すれば本発明のチップ型ＬＥＤの発光領域における動作抵抗値は充分大き
な値である。従って、前述のように複数個のＬＥＤ素子を同一パッケージに封止する場合
のＬＥＤ素子の順方向電圧電流特性分類を粗くしても並列接続の各ＬＥＤ素子間の電流不
均衡は少ない。
【００２７】
　図３は本発明の第２の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの斜視図であって、１３０はＬ
ＥＤ素子１０１を１個搭載したチップ型ＬＥＤである。１３３は小型基板１０２上に形成
したアノード電極、１３４は小型基板１０２上に形成したカソード電極、１３５は前記Ｌ
ＥＤ素子１０１のアノードと前記小型基板１０２上に形成したアノード電極１３３を接続
する抵抗成分を有するアノードボンディングワイヤ、１３６は前記ＬＥＤ素子１０１のカ
ソードと前記小型基板１０２上に形成したカソード電極１３４を接続する抵抗成分を有す
るカソードボンディングワイヤである。
【００２８】
　すなわち、ＬＥＤ素子１０１のアノードおよびカソードがアノード電極１３３およびカ
ソード電極１３４と反対方向に前記ＬＥＤ素子１０１を小型基板１０２上にマウントする
のである。この結果、ボンディングワイヤ１３５および１３６は前記ＬＥＤ素子１０１の
上を引き回すことになり、ほぼＬＥＤ素子の幅だけボンディングワイヤが長くなり前記ボ
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ンディングワイヤ１３５および１３６の抵抗値が増加して、チップ型ＬＥＤ１３０の電圧
電流特性の勾配を緩和することができる。
【００２９】
　図４は本発明の第３の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの斜視図であって、１４０はＬ
ＥＤ素子１０１を１個搭載したチップ型ＬＥＤである。１４３は小型基板１０２上に形成
したアノード電極、１４４は小型基板１０２上に形成したカソード電極、１４５は前記Ｌ
ＥＤ素子１０１のアノードと前記小型基板１０２上に形成したアノード電極１４３を接続
する抵抗成分を有するアノードボンディングワイヤ、１４６は前記ＬＥＤ素子１０１のカ
ソードと前記小型基板１０２上に形成したカソード電極１４４を接続する抵抗成分を有す
るカソードボンディングワイヤである。
【００３０】
　すなわち、ＬＥＤ素子１０１のアノードおよびカソードがアノード電極１４３およびカ
ソード電極１４４と反対方向に前記ＬＥＤ素子１０１を小型基板１０２上にマウントし、
さらに、ボンディングワイヤ１４５および１４６は前記ＬＥＤ素子１０１の上でループを
描いて引き回すことでボンディングワイヤを長くしてある。この結果、前記ボンディング
ワイヤ１４５および１４６の抵抗値が増加して、チップ型ＬＥＤ１４０の電圧電流特性の
勾配を緩和することができる。
【００３１】
　図５は本発明の第４の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの斜視図であって、１５０はＬ
ＥＤ素子１０１を１個搭載したチップ型ＬＥＤである。１５３は小型基板１０２上に形成
したアノード電極、１５４は小型基板１０２上に形成したカソード電極、１５３ａは小型
基板１０２上に形成したアノード用ダミー電極、１５４ａは小型基板１０２上に形成した
カソード用ダミー電極であって、１５５は前記ＬＥＤ素子１０１のアノードと前記小型基
板１０２上に形成したアノード電極１５３を接続する抵抗成分を有するアノードボンディ
ングワイヤであるが、このアノードボンディングワイヤ１５５は前記ＬＥＤ素子１０１の
アノードからダミー電極１５３ａを経由してアノード電極１５３に配線してある。カソー
ド側も同様に抵抗成分を有するカソードボンディングワイヤ１５６は前記ＬＥＤ素子１０
１のカソードからダミー電極１５４ａを経由してカソード電極１５４に配線してある。
【００３２】
　すなわち、アノードボンディングワイヤ１５５あるいはカソードボンディングワイヤ１
５６はダミー電極１５３ａあるいは１５４ａを経由することで配線用ボンディングワイヤ
を長くすることができるので前記ボンディングワイヤ１５５および１５６の抵抗値が増加
して、チップ型ＬＥＤ１５０の電圧電流特性の勾配を緩和することができる。
【００３３】
　図６は図５に示し説明した本発明の第４の実施形態を複数のＬＥＤ素子の並列接続に適
用したチップ型ＬＥＤの斜視図であって、１６０はＬＥＤ素子１０１を３個搭載したチッ
プ型ＬＥＤの実施例である。１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃはＬＥＤ素子であって、１６
２は前記ＬＥＤ素子１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃを搭載する小型基板である。１６３は
小型基板１６２上に形成したアノード電極、１６４は小型基板１６２上に形成したカソー
ド電極であって、前記アノード電極１６３あるいはカソード電極１６４から前記ＬＥＤ素
子１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃのアノードあるいはカソードに対して図５に示したと同
様なダミー電極を経由して抵抗成分を有するボンディングワイヤにより配線を行ってある
。
【００３４】
　以上述べたように、本発明の基本的な要件はＬＥＤ素子と前記ＬＥＤ素子を搭載する小
型基板の電極間を配線するボンディングワイヤには抵抗成分を有するボンディングワイヤ
を使用することであり、かつ、前記配線の長さを確保する構造により前記ＬＥＤ素子に直
列な抵抗成分を積極的に付加することで、前記ＬＥＤ素子の急峻な電圧電流特性を個々に
緩和することができる。この結果、同一パッケージに封止するＬＥＤ素子の順方向電圧電
流特性分類も緩和できて、前記複数個のＬＥＤ素子を並列接続しても電流不均衡を生じに
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くく、複数のＬＥＤ素子並列接続による発光強度の大きな照明用チップ型ＬＥＤを提供で
きる。
【００３５】
　また、前記抵抗成分を有するワイヤ材の長さを変えて前記複数個のＬＥＤ素子の個々の
電圧電流特性に対して調整可能であることから、前記複数個のＬＥＤ素子の個々の電圧電
流特性の整合性は更に改善し、前記複数個のＬＥＤ素子を並列接続することによる各ＬＥ
Ｄ間の電流不均衡が少なくなることから、ワイヤ材の長さを十分に確保することで電圧電
流特性が大幅に違う発光色の異なるＬＥＤ素子を同一パッケージ内へ並列接続して封止が
できる。
【００３６】
　図７は本発明の実施形態を円形基板に適用したチップ型ＬＥＤの平面図である。１７１
はＬＥＤ素子、１７３は円形基板の周辺に設けたアノード電極、１７４は円形基板の周辺
に設けたカソード電極、１７５および１７６はＬＥＤ素子１７１と電極１７３および１７
４を接続するための抵抗成分を有するボンディングワイヤである。
【００３７】
　図８は本発明の実施形態を円形基板に適用したもうひとつのチップ型ＬＥＤの平面図で
ある。１８１はＬＥＤ素子、１８４は円形基板の周辺に設けたカソード電極、１８６はＬ
ＥＤ素子１８１と電極１８４接続するための抵抗成分を有するボンディングワイヤである
。アノードはＬＥＤ素子の下面に形成してあり、直接導電接着層で円形基板の導電部に接
続する構造のため省略してある。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１ａ】本発明の第１の実施形態におけるチップ形ＬＥＤの断面図を示す。
【図１ｂ】本発明の第１の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの電圧電流特性図である。
【図３】本発明の第２の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの斜視図である。
【図４】本発明の第３の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの斜視図である。
【図５】本発明の第４の実施形態におけるチップ型ＬＥＤの斜視図である。
【図６】本発明の第４の実施形態を複数のＬＥＤ素子に適用したチップ型ＬＥＤの斜視図
である。
【図７】本発明の実施形態を円形基板に適用したチップ型ＬＥＤの平面図である。
【図８】本発明の実施形態を円形基板に適用したもうひとつのチップ型ＬＥＤの平面図で
ある。
【図９】一般的なＬＥＤの電圧電流特性図である。
【図１０】従来技術のＬＥＤ素子並列接続回路図である。
【図１１】従来技術のＬＥＤ素子のもうひとつの並列接続回路図である。
【図１２】図１１により説明した従来技術における複数のＬＥＤ素子を並列接続したＬＥ
Ｄチップの実装例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３９】
１００、１３０、１４０、１５０、１６０　チップ型ＬＥＤ
１０１、１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃ、１７１、１８１、２２１ａ、２２１ｂ、２２１
ｃ、Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄｎ　ＬＥＤ素子
１０２、１６２、２２２　小型基板
１０３、１３３、１４３、１５３、１６３、２２３　アノード電極
１０４、１３４、１４４、１５４、１６４、２２４　カソード電極
１０５、１０６、１３５、１３６、１４５、１４６、１５５、１５６、２２５、２２６　
ボンディングワイヤ
１５３ａ、１５４ａ　ダミー電極
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒｎ、Ｒ　電流制限抵抗
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